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    午前10時00分   開議   

○委員長（桑田鉄男君）  ただいまから予算特別委員

会を開きます。 

 欠席通告者は藤島委員であります。 

 本委員会に付託された議案は、平成27年度各会計予

算９件であります。 

 議案の審査日程は、本日とあす17日及びあさって18

日の３日間となっております。 

 この際、お諮りいたします。議案別の審査方法及び

審査日程区分については、その都度お諮りして進めて

まいりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 委員各位にお願いします。質疑の際は、記載のペー

ジ及び項目等を示し、簡潔にお願いいたします。 

 それでは、付託議案の審査に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第１号 平成27年度久慈市一般会計予算   

○委員長（桑田鉄男君）  議案第１号「平成27年度久

慈市一般会計予算」を議題といたします。 

 お諮りいたします。第１条の歳入歳出予算について

は、歳入歳出別、款ごとに他の各条については、条ご

とに説明を受け審査を行うことにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

 それでは、第１条歳入歳出予算の審査に入ります。 

 まず、歳入、１款市税、説明を求めます。勝田総務

部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、第１条歳入歳

出予算について、事項別明細書によりご説明申し上げ

ます。 

 12ページをお開き願います。 

 歳入、１款市税について順次ご説明申し上げます。 

 １項市民税でありますが、１目個人は、12億1,161

万8,000円を計上。前年度予算比0.9％の減となります。

２目法人は、３億1,247万9,000円を計上。前年度予算

比21.1％の増となります。市民税は、合わせて15億

2,409万7,000円を計上いたしました。 

 ２項１目固定資産税でありますが、14億5,042万

4,000円を計上。前年度予算比5.8％の減となります。

２目国有資産等所在市町村交付金は、５億7,468万

3,000円を計上。固定資産税は、合わせて20億2,510万

7,000円を計上いたしました。 

 14ページをお開き願います。 
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 ３項１目軽自動車税でありますが、各車種別の所有

状況を勘案し、8,863万2,000円を計上。前年度予算比

6.8％の増となります。 

 ４項１目市たばこ税でありますが、消費の動向など

を勘案し、２億6,857万3,000円を計上。前年度予算比

8.5％の減となります。 

 ５項１目鉱産税でありますが、採掘量の実績などを

勘案し、11万9,000円を計上。 

 ６項１目入湯税でありますが、入浴客の動向などを

勘案し、733万円を計上。 

 市税は、合わせて39億1,385万8,000円となり、前年

度予算比１億282万7,000円、2.6％の減となります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  入湯税ですが、137万減額計上にな

ってるんです。この原因、要因は何なのか、一つお聞

かせください。 

 それから、私はたまにしか行かないんですけども、

いわゆる掃除の行き届いてないということがよく言わ

れてるんです。やっぱりおもてなしが大事だと言われ

ますけど、泊まったり食べたりする場所についての清

潔さ、これはやっぱり第一だと思うんです。それが不

衛生だと、掃除が行き届いてないと、やはりお客さん

に対する不快感を与えるということになるかと思いま

すが、その点の徹底といいますか、その辺はどのよう

なことになってるのか。指定管理になってますから、

指定管理になってるからこそ、なったからいいんでな

くてなっているからこそきちんとやってもらうという

ことが大事だと思うんですが、その点まずお聞かせく

ださい。 

○委員長（桑田鉄男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  入湯税の減の要因という

ことでのお尋ねでございました。 

 先ほど総務部長のほうからもご説明申し上げました

けれども、 近の利用者の動向あるいは納税義務者か

らの資料をもとに積算したものでございまして、宿泊

につきましては、26年度予算と比較して730人の減、

日帰りにつきましては１万6,800人の減というふうに

見込んで計上したものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  べっぴんの湯の清掃状況

でちょっと行き届いてないというご質問でございます

が、私もその件につきましては、利用客のほうから直

接ご指摘をいただいております。 

 綿ぼこり等とか清掃状況が行き届いてないという声

をお聞きいたしまして、先々週だったと思いますが、

ぺっぴんの湯の支配人等と打ち合わせをいたしまして、

そういう苦情が来ていると、清掃をもう少し徹底して

やってもらいたいという趣旨を申し上げたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そこは徹底していただきたいと思い

ます。 

 そこで、私、先日、京都の老舗旅館の女将をやって

るお話を聞きました。そしたら、おもてなしは心とも

いいますが、しかし、おもてなしは知恵だって言うん

です。私、何だろうかなと思って聞いてました。 

 そしたら、例えばお客さん担当の仲居さんがいます。

その老舗旅館は、１品ずつ料理を運ぶんだそうです。

その際に、お客さんが食べ終わったら、すぐ次の料理

が行くというすごいことをやってるんです。それは、

お客様から見ると非常にすばらしいことであるし、熱

いものを熱いときに出すということからいえば、まさ

に 高のことだというふうにお客様も言ってましたけ

ど、それはなぜかというと、その知恵っていうのはや

っぱりそのお客さんの動向なりちゃんと見て、見れる

力っていいますか、それが必要なんだということを言

っておりました。 

 そういった意味では、本当にいろんなお客さんはい

るわけです。そういった中でやっぱり仲居さんの方の

目っていうのは、そういう意味ではきちんと見れるっ

ていう訓練してるんだなということを非常に感じまし

たけども、本当にそういう意味では知恵が必要なんだ

っていうことを言ってましたので、そういった意味で

は、私たちやっぱり心、心と言いますけど、心があれ

ばいいけど、ないとこには掃除は余りできませんので、

そういった意味ではきちっとやっぱりお客様に対応す

ることについては、見てちゃんと判断をして、即対応

できるそういう眼力も養うということが大事だなとい

うことを感じました。 

 そういった意味で、ほんとに、今、課長から、支配

人と懇談をしてやったといいますけど、そういった意
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味では職員の教育まで行かないと、支配人と話をそこ

でしたって、そこでとまってればいかないし、そこか

らその先も含めてやっぱりきちんと教育なり徹底して

いく必要があると思うんですが、そうしないとまた同

じことが起こるような気がしますので、その点の対応

策についてもお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  私も、先日、京都のたし

か老舗旅館、俵屋旅館と申したと思いますけども、そ

れを私も拝見いたしました。確かに、おもてなしの心

が徹底されているという印象を持ちました。まさしく、

城内委員のおっしゃるとおりでございます。指定管理

者とこの件につきましてもじっくり話をして、職員と

いいますか、教育、いかにあるべきかを話して協議し

てみたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  15ページの軽自動車税についてお伺

いしたいと思いますけども、年々、経済車ということ

で軽自動車の台数が増えてるといいますけども、この

軽自動車及び小型特殊自動車１万3,932台となってお

りますけども、この中の軽自動車はどれくらいになっ

ているのか。 

 それから、27年４月１日からですか、自動車税が増

税になります。7,200円から１万800円、1.5倍の値上

げということになっておりますけども、この影響をど

のように捉えてるのか、お願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  軽自動車の台数のお尋ね

でございました。 

 今の7,200円のところでございますと、8,290台が該

当します。 

 それと、27年４月１日以降に新規登録になる分につ

いては税率が改正になるということが決定しておりま

すけれども、その点についての予算計上については見

込んでない、今の状況の中で計上したものでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  この8,290台というのは、前年に比

べると伸び率というのはどの程度になってるのか。シ

ェア率がたしかもう今50％以上になってるというよう

なことを聞きますけども、その辺をお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  前年の課税台数が8,015

台から今回が8,290台ということで、3.43％の伸びと

いうことでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  同じく軽自動車税にかかわる部分で

すが、市内には明らかに使用されていないと見られる

車あるいはバイク、ナンバープレートがついたままパ

ンクして放置ではないでしょうが、そういうのが見ら

れるわけですが、所有者が適切に届けをされていない

のではないかなと思うんですけれども、そういう方へ

の指導とか、あるいは届けないまま納税もされていな

いという状況なのか、その辺についてお伺いしたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  ただいまの件でございま

すが、１年に１回納税通知書を発行するわけですが、

その中に、使用していないあるいはないというような

物があったらすぐ届けてくださいということで通知を

しておりますし、市広報等にも掲載して届けるように

ということで周知を図ってるところでございまして、

年に何台かは届けをしていただきまして、ナンバープ

レートを外す、あるいは軽自動車については協会のほ

うに届けて課税をしないという措置はとってございま

すし、所有者不明となりますとなかなか難しいものが

あるんですが、やはり所有者からの申し出をもって対

応してるという状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  12ページの固定資産の２の国有資産

の関係ですが、これは全てがほとんどが石油備蓄の関

係だと思うんですが、その石油備蓄とそうでないのの

内容と、それから震災以降に資産が復活したというふ

うな内容ですが、今の総資産額っていいますか、それ

がどれぐらいになっているのか。それから、わからな

いんですが、久慈だけでなくて久慈広域の交付金にな

ってるんであれば、久慈市と久慈広域の交付金の比率

っていいますか、その辺がどうなのか、お伺いしたい

と思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  中務税務課長。 
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○税務課長（中務秀雄君）  ただいまの件でございま

すが、畑中委員ご指摘のとおり、ほとんどといいます

か、95％以上が石備の交付金という内容でございます

し、総資産額とか広域という部分については、把握し

てない状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ２点お聞かせください。 

 市民税の個人の課税標準額200億ちょっと出てるわ

けですが、この数字は、震災前との比較でどうなって

るのか。いわゆる、震災を受けての回復をしてるのか

どうか。その比較ちょっと教えてください、１点。 

 それから、もう一つは、固定資産税の8,900万以上

の減になってるわけですが、その落ち込みの要因、そ

の２点お尋ねします。 

○委員長（桑田鉄男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  個人の分の所得割の課税

標準額というお尋ねでございました。今回は200億ち

ょっとで、昨年度は202億ということで若干は下がっ

た結果になっておりますけども、心配したより、震災

前と比較しますと、震災直後は非常に心配した点もご

ざいましたけども、思ったよりは、予想したよりはそ

の落ち込みは少なかったということがございまして、

現時点ではもう震災前に戻ってるという認識でござい

ます。 

 あと、固定資産税の落ち込み、大きいのは家屋の分

でございまして、これは３年に１回、ご存じのとおり

評価替でございまして、家屋は３年分１回に償却する

もんですから、その点で、既存の家屋の部分でござい

ますけども、そこは３年分で減価を１割減と見込みま

して計上した結果、大きく減が出たという状況でござ

います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  たばこ税についてお聞かせ願いたい

と思います。 

 昨年の12月だったかなと思ってましたが、この税の

配分見直しが国のほうで方針を示され、たばこ税は地

方自治体に配分しないというふうな記事をそういうふ

うに読んだんです、私は。たばこ税の将来見通し、税

の再配分の問題についてどう捉えてるのかというのを

お知らせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  たばこ税の国税あるいは

地方税との分配割合ということでのお尋ねだと思いま

すが、現時点ではそれが変わるというようなことは聞

いてございません。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  たばこ税についてちょっと関連しま

すが、実は、禁煙推進医師歯科医師連盟っていうのが

あって、２月28日から３月１日の２日間東京で開催さ

れたっていうふうに報道されております。この学術総

会のテーマは、次世代をたばこの害から守るためにと

いうテーマになっております。たばこの煙を浴びるこ

となく健康的な毎日を過ごせる空気のバリアフリー社

会をつくることを誓い合ったんだというふうな報道を

されております。 

 そこで、ここで、十文字学園女子大学の齋藤麗子教

授は、「母子保健における喫煙対策30年の変遷」とし

て講演してるわけですが、その中で、乳児の前での喫

煙は虐待であるっていうことを言ってますし、それか

ら妊娠中の喫煙は胎児への虐待だというふうに述べて

おります。喫煙席に子供を連れて入るのをとても憂い

てるというふうな報告がされております。 

 たばこ税は、新年度でも２億6,800万という貴重な

財源にはなっておりますけども、そういった意味では、

ほんとにこの税そのものが将来に向かってこのままで

いいのかっていうことが私はこれから問題になってく

るというふうに思うんです。まさに、健康を害しなが

ら、税として取ってそれを予算に組み込んでいくとい

う仕組み、まさにちょっと問題があるなというふうに

私思っているわけ、以前からそう思っているんですけ

ども。 

 たばこ規制枠組み条約っていうのがあって、その第

５条の第３項は、公衆衛生の政策をたばこ産業から守

るっていうふうに述べておりまして癩癩。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員に申し上げます。

できれば、歳出、衛生費のほうで。 

○城内仲悦委員  衛生費ではちょっと、わかりました、

短くやりますが。 

 そこで、この税のあり方っていいますか、このこと

について、先ほどは国との地方の云々ってありますけ

ども、この点やっぱり根本から考えていく時期が来る
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ような気がするんですが、その辺の認識なりお持ちな

のか、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  今、たばこ税に関連

して、城内委員のほうから種々ご質問あったわけでご

ざいますが、健康面のほうでの影響とかいろいろ私ど

もも周知しております。 

 しかしながら、現在、たばこ、生産される農家の所

得等もございますし、またいまだに喫煙してる、私も

含めて喫煙してる人間もあるわけでございますし、ま

た一般会計のほうには予算で２億7,000万近くの歳入

が貴重な財源として入ってくるわけでございますので、

これにつきましては、いろいろ国の動向とかそういっ

たのを見ながら、いろいろ健康面、健康福祉部のほう

ではそれぞれたばこの害とかいろいろＰＲ、禁煙に努

めましょうというふうなＰＲをしているわけでござい

ますが、一方ではそういった貴重な財源であるという

ふうなことでございますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  税に関わってですが、おかげさまで、

今、宇部野田間のほ場整備が順調にといいますか、進

めさせてもらっていただいております。大変ありがと

うございます。 

 そこで、きのう説明会等があったんですが、事業変

更等のかかわりがあって、そこで若干出てきたんです

が、一時指定とか仮換地という言葉を使ってるわけで

すが、受益農家にすれば事業が完成する27年度の夏と

か、４月、５月に渡すと、財産をつくった分を。これ

税法上からいきますと、減歩も出てくるし、それから

話で聞きますと、農道、排水、用水等は市の財産登記

になるのではないかとこういうふうな話などが聞かれ

るわけですが、税法上はどういうところで課税なり変

更なり、一部は、久慈市内にある所有者が野田村のほ

うに場所が配分されると、あるいはその逆が出てくる

と、こういうふうなやりとりなり通知なり連絡なり案

内、あるいは説明、どういうふうな進みになるのか、

教えていただけませんか。 

○委員長（桑田鉄男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  ただいまの件でございま

すが、固定資産税は登記簿に基づいて、台帳をつくっ

て課税するということで、１月１日現在の所有者が所

有する地目なり面積で評価して課税するということに

なります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  その辺を、個別にやることはないん

ですが、事業絡みで機会を捉えて周知していただきた

いと。移動があって減歩があって、あるいは細かにい

いますと、登記ということになると共有と相続の関係

で必ずしも完結しないかもしれない、事業は完結する

けれども。その辺あたりを、町村がまたぐことと新し

い試みなので、ひとつ事前に周知していただくように

お願いを申し上げたいと思います。 

 それから、国道45号線沿いが農業振興エリアでない

ということで残った部分があるんですが、それらの評

価額というのは都市計画区域のところにある農地、今

度事業整備されることによる評価替みたいなのがあり

ますか。 

○委員長（桑田鉄男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  後段のほうのご質問にお

答えしますが、一般論で申し上げますと、事業完了後、

現況を把握し、その現況に基づいて課税すると、評価

して課税するということになろうかと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  そうすれば、まず現地を見て評価替

なり変更もある得るというふうに受け取れますよね。 

 それから、復興道路に絡んで、今それぞれ買収がさ

れたり、家屋が移転してるわけですけれども、これら

について復興絡みで協力するという住民が多いわけで

すが、その辺の所得扱いに対する控除といいますか、

配慮みたいなのがあるものなんでしょうか。県道の切

りかえもありますし、国道、復興道路、これらの考え

方を教えてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  ただいまのお尋ねでござ

いますが、所得税、国の税金になるわけですが、所得

税の部分については公共用地に協力した場合は5,000

万まででしたか、非課税という扱いになってございま

すし、ただ住民税につきましては、所得割のほうには

反映されないんですが、均等割の部分、例えば今まで

非課税だった方が国へ売却したことによりまして所得
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が入ったということになって、均等割に反映される

ケースは出てきます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ２款地方譲与税、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  14ページ、下段になりま

す。 

 ２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税であり

ますが、揮発油に対して国が課税徴収した収入額を市

町村の道路延長及び面積を積算基礎として譲与される

もので、実績見込み等を勘案し、前年度予算比2.6％

減の6,432万1,000円を計上いたしました。 

 ２項１目自動車重量譲与税でありますが、自動車の

重量に応じ国が課税徴収した収入額を市町村の道路延

長及び面積を積算基礎として譲与されるもので、実績

見込み等を勘案し、前年度予算比2.6％減の１億5,521

万6,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ３款利子割交付金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  16ページをお開き願いま

す。 

 ３款１項１目利子割交付金でありますが、県民税利

子割相当額の５分の３を市町村の個人県民税で案分し

て交付されるもので、実績見込み等を勘案し、前年度

予算比19.9％減の504万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ４款配当割交付金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ４款１項１目配当割交付

金でありますが、県民税配当割相当額の５分の３が市

町村に交付されるもので、実績見込み等を勘案し、前

年度予算比59.6％増の529万7,000円を計上いたしまし

た。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、説明を求めます。勝

田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ５款１項１目株式等譲渡

所得割交付金でありますが、県民税株式等譲渡割所得

割相当額の５分の３が市町村に交付されるもので、実

績見込み等を勘案し、前年度予算比410.2％増の256万

1,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款地方消費税交付金、説明を求めます。勝田総務

部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ６款１項１目地方消費税

交付金でありますが、地方消費税の２分の１相当額を

人口と従業者数を積算基礎として交付されるもので、

消費税引き上げ分や実績見込み等を勘案し、前年度予

算比2.5％増の５億8,267万3,000円を計上いたしまし

た。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ７款自動車取得税交付金、説明を求めます。勝田総

務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ７款１項１目自動車取得

税交付金でありますが、自動車の取得に際し、県が課

税徴収した税額の10分の７に相当する額が市町村の道

路延長及び面積を積算基礎として交付されるもので、

実績見込み等を勘案し、前年度予算比34.7％減の

3,082万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほど来からの説明で、道路延長、

面積というふうに説明してるんですけども、具体的に

この時点における延長と面積は幾らになってるんです

か。 

○委員長（桑田鉄男君）  浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  今、正確な数字について

はちょっと持ち合わせていないところでございますが、

道路延長は市道延長である約700キロメートル、面積

につきましても道路の幅員等から積算した面積という
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ことになっておりまして、今ちょっと正確な数字につ

いては持ち合わせておりません。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ８款地方特例交付金、説明を求めます。勝田総務部

長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ８款１項１目地方特例交

付金でありますが、住宅借入金等特別税額控除による

減収見込額を積算基礎として交付されるもので、実績

見込み等を勘案し、前年度予算比0.3％減の777万

8,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ９款地方交付税、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ９款１項１目地方交付税

でありますが、基準財政需要額等を勘案し、普通交付

税62億577万8,000円、特別交付税７億円、震災復興特

別交付税10億4,699万1,000円、合わせて79億5,276万

9,000円を計上いたしました。前年度予算比4.2％の増

となります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  ここで、震災復興特別交付税10億

4,699万1,000円についてでありますが、これは、いわ

ゆる事業が一方であって、それに対する交付税の措置

というふうに思うわけですが、それについてまず１点。 

 それから、あと、これまで10次にわたって、市長の

所信表明にも書いてありますが、110事業、事業費

ベースで62億3,000万円の配分だというふうな状況も

あるというふうなことで、残りの事業についても集中

復興期間内に何とか頑張っていくんだという、鋭意頑

張るという表明があるんですが、この残りの事業等々

の状況についてお知らせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  ただいまの震災復興特別

交付税につきましては、ご指摘のとおり、交付金等の

裏財源となる部分、要は市町村の負担が生じないよう

にということで財源を補痾されるものでありまして、

それぞれの事業について積算した数字が今回の計上額

ということになります。 

 それから、全体の事業見通しということで、恐らく

交付金のお話だと思うんですが、これにつきましては、

私から答えるのがどうかあれなんですが、いずれ集中

復興期間、27年度までにということなんですけれども、

近報道されておりますとおり、それ以降の取り扱い

をどうするかということにつきまして議論されている。

久慈市の事業につきましても、当然に今かなりの繰り

越しが生じている状況ということでございますので、

こういった全額国が負担というスキームが崩れること

がないように要望していくスタンスというふうに認識

しております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私、質問してる部分で、この所信表

明に書いてる残りの事業は何事業で幾らぐらいあるか

ということについてのお知らせをまずいただきたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  櫛桁復興推進課長。 

○復興推進課長（櫛桁善一君）  先ほどからのちょっ

と繰り返しになるかもしれませんけども、復興交付金

事業でございますが、今回、26年度補正で追加してま

すが、それを含めない状態での話でございますが、交

付金事業、全実事業で65事業でございます。それまで

32事業が完了していると、残り33事業が着手中という

ことになってございます。 

 先ほど131件と、これは復興計画に載ってる交付金

事業以外の部分も含めての131事業でございまして、

124事業が着手と、うち45事業が完了しているという

ような状況になってございます。 

 今、配分可能額として62億8,635万8,000円となって

ございます。そのうち、契約済み、支出済額が38億

3,365万3,000円と、執行率61％となってございます。

残りの事業については、主には避難道路、あと避難タ

ワー等となってございまして、27年度中に完了を目標

と頑張っているところでございます。 

 なお、県事業で実施してる宇部のほ場整備事業につ

いては、ちょっと集中復興期間中の完成は困難という

ような話は伺っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  予算全体に占める復興交付税ってい

うのが、各市町村、要するに予算を大きく左右してい

る財源だと、通常の予算に比して予算が大きく膨らむ
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のもこの復興交付税が関与してると私は思ってるわけ

で、それだけに、津波被災の地域において、この交付

金事業というのは非常に大切な、大事な事業だと私は

認識しております。 

 この交付金事業のあり様として、国から裏財源とし

て来るわけですが、復興交付金事業の形態として県と

事業者の契約になるのが主だと思いますが、もちろん

市も若干かかわるわけですが、この交付金の流れとし

て、森のトレーと同じように市が交付金窓口になって

るのかどうか、この点についてお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  櫛桁復興推進課長。 

○復興推進課長（櫛桁善一君）  この交付金事業につ

きましては、市で申請して国から直接いただくという

ことでございまして、震災当時、県を経由して市に実

績に基づいて配分されたという事業もございましたけ

ども、今現在は国から直接市のほうへ配分になって、

それを積み立ててるというような格好になってござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  ここで具体的にお聞かせを願います。 

 いわゆる、先般３月10日の一般質問終了後に議会に

説明された大原商店の目的外のやつがあったわけです

が、これの補助金は市が窓口などか、それとも県と市

はそれぞれなのかということを確認させてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  櫛桁復興推進課長。 

○復興推進課長（櫛桁善一君）  大原商店につきまし

ては復興交付金ではございませんので、今、担当のほ

うからご説明申し上げたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ただいまのご質問で

ありますけれども、全体の事業費の９分の７、国が３

分の２、そして県が９分の１、合わせて９分の７が県

を通して直接事業主体である久慈市冷凍水産加工業協

同組合に交付になっております。そして、久慈市が９

分の１の分を久慈市冷凍水産加工業に交付する、そし

て残りの９分の１が事業主体の負担となっているもの

であります。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  確認であります。そうすると、この

森のトレーと違って、市は全部の窓口にはなってない

ということで、国と、要するに事業主体の冷凍水産に

補助金が９分の７行ってるよと、９分の１については

市がマルスイ、冷凍加工のほうに行ってるよというお

金の流れでいいわけですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  そのとおりでして、

国の補助金分は県を通して事業主体に交付になってる

と。久慈市は、久慈市の一般財源で９分の１を久慈市

冷凍水産加工業に補助金として交付してるという流れ

でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  そうすると、いずれ森のトレーのよ

うな県からの請求書っていうのは来ないと、直接県と

マルスイと、市とマルスイという関係はわかりました。 

 それで、申請に基づくあるいはお金の流れとして、

終的に建設事業者にお金が、交付金が流れていくわ

けですけれども、その辺のお金の流れについては、大

原商店に限ってですけれども、把握しているという状

況でいいでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、 初の国の補

助金でありますけれども、まだ事業が完成しておりま

せんので、県も今回の交付した分は県費を使って前金

払いをしてるということでございますので、国の補助

金を請求しているものではございません。ですから、

県の財源を使って補助金を交付した前金払い分を返還

を求めたということでございまして、国から請求する

前にこの補助事業の今回の事案が発覚しまして、補助

事業のとりやめということになったものでございます

ので、補助金を国からまだいただいているものではご

ざいません。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 10款交通安全対策特別交付金、説明を求めます。勝

田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  10款１項１目交通安全対

策特別交付金でありますが、道路交通法の規定により

納付される反則金を財源として、交通安全施設の整備

に向けて交付されるもので、実績見込み等を勘案し、

前年度予算比16.8％減の345万3,000円を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

 質疑を打ち切ります。 
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 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）  18ページをお開き願いま

す。 

 11款分担金及び負担金１項負担金でありますが、１

目総務負担金に消費者行政共同運営費339万3,000円を

計上、２目民生費負担金に身体障害者施設費ほか６件、

あわせて２億3,127万円を計上、公立市立保育所運営

費について、保育料軽減拡充のため第３子以降の保育

料無料化を実施、負担金はあわせて２億3,466万3,000

円を計上いたしました。前年度と比較して1,024万

3,000円、4.2％の減となっております。 

 ２項分担金でありますが、１目農林水産業費分担金

に宇部川地区ほ場整備事業分担金1,730万円を計上い

たしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

 質疑を打ち切ります。 

 先ほどの道路延長の答弁が保留中でございましたが、

答弁をいたします。浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  先ほど城内委員からご質

問がありました道路延長及び面積の部分でございます。

道路延長が690キロメートル、それから面積は3,653平

方キロメートルでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  12款使用料及び手数料、説

明を求めます。勝田総務部長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  12款使用料及び手数料１

項使用料でありますが、１目総務使用料から９目教育

使用料まで、それぞれ各条例に定められた使用料につ

いて実績見込み等を勘案し、あわせて5,585万8,000円

を計上いたしました。 

 20ページをお開き願います。前年度と比較して218

万1,000円の増となります。 

 ２項手数料でありますが、実績見込み等を勘案し、

あわせて2,096万2,000円を計上いたしました。前年度

と比較して4,000円の減となります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 13款国庫支出金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  20ページの下段になりま

す。13款国庫支出金１項国庫負担金でありますが、１

目民生費負担金に国民健康保険基盤安定制度ほか８件、

あわせて17億4,810万1,000円を計上、前年度と比較し

て87万9,000円、0.1％の増となります。 

 ２目災害復旧費負担金は、漁港施設災害復旧費負担

金13億4,540万円を計上、前年度と比較して３億7,212

万円の増となります。 

 22ページをお開き願います。国庫負担金はあわせて

30億9,350万1,000円を計上いたしました。 

 ２項国庫補助金でありますが、１目総務費補助金は

社会保障税番号制度対策事業ほか１件、あわせて

8,160万3,000円を計上。前年度と比較して２億4,219

万3,000円、74.8％の減となりますが、主に情報通信

利用環境整備推進交付金の減によるものであります。

２目民生費補助金は児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業

ほか５件、あわせて3,800万5,000円を計上、前年度と

比較して１億6,755万6,000円、81.5％の減となります

が、主に臨時福祉給付金給付事業の減によるものであ

ります。３目衛生費補助金は、浄化槽設置整備事業

871万5,000円を計上。４目農林水産業費補助金は漁港

整備事業4,250万円を計上。５目商工費補助金は社会

資本整備総合交付金住宅リフォーム奨励事業375万円

を計上。６目土木費補助金は社会資本整備総合交付金

道路新設改良事業ほか６件あわせて11億2,790万6,000

円を計上。前年度と比較して４億2,926万5,000円、

61.4％の増となりますが、主に社会資本整備総合交付

金、街路整備事業の増によるものであります。７目教

育費補助金は学用品等小学校ほか９件あわせて5,756

万6,000円を計上、前年度と比較して4,304万1,000円

の減となりますが、主に学校施設整備事業の減による

ものであります。国庫補助金はあわせて13億6,004万

5,000円を計上いたしました。 

 ３項委託金でありますが、１目総務費委託金は自衛

官募集事務ほか１件、あわせて23万1,000円を計上、

２目民生費委託金は国民年金事務ほか１件、あわせて

765万7,000円を計上。委託金はあわせて788万8,000円

を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。小野寺委

員。 

○小野寺勝也委員  社会保障税番号制度対策事業、こ



－14－ 

れ、たしかきのうか一昨日でしたか、新聞に大きく制

度の内容の紹介があったわけですが、たしかことしの

10月にはマイナンバーが交付されると、来年の１月か

ら実施になるということのようですが、その内容を見

ると事業主に運用の事務と責任が生じます。この義務

で、それぞれ定めがあって、違反をすると４年以下の

懲役、200万円以下の罰金が科せられると。場合によ

っては事業主も働いている人も両方処罰の対象になる

ケースもあるという内容と承知しているんですが、こ

ういう結構な罰則規則も含めてなされるので、ことし

の10月にはマイナンバーがなるということからすれば、

そういう周知をし、理解をし、事務にも無償の協力に

なります。そういうのはどういう運びでなるのか。わ

ずか半年や１年で十分にそれが対応しきれるのかとい

う懸念を持つわけですが、その点が第１点。 

 もう一つは、以前にも指摘しているんですが、個人

情報の保護の部分です。報道によるといわゆる個人情

報も一部加工してほかにも使えるようにするというよ

うな報道もあります。そうすると、果たして個人情報

が本当に守られるのかどうかという懸念を持つわけで

すが、これのきちっとした保護策をそれぞれの段階で

やらないと大変なことになるという懸念を持つわけで

す。 

 その２点についてお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  ２点のご質問をいた

だきました。 

 まず、マイナンバーの関係の広報部分ですが、国の

ほうでも現在、テレビ等を通じて広報しているところ

でありますが、国におきましても、まず今の３月時期

に第１弾、それから７月、10月の通知に向けて、通知

前３カ月、また集中して通知する。それから、９月、

10月でもまた集中的にやって、実際１月からの運用前

もまた周知するということで４段階に分けて国の方で

もいろいろ広報等をすると聞いております。 

 そして、市町村のほうにつきましても、各自治体に

おきましても、できるだけ自治体においても、国とあ

わせたように創意工夫を凝らした住民に対して説明を

してくださいという通知も来ていますので、市のほう

としても広報等通じながらいろいろ周知したいと考え

ております。 

 また、個人情報の部分につきましては、国のほうで

もいろいろな制度に使えるということ、さらには今報

道等でまだ確定ではないですが、民間の例えば通帳と

か、そういう部分の話もなされています。国のほうで

はご承知だと思うんですが、特定個人情報保管、その

ようなファイルの作成を禁止するとか、あるいは特定

個人情報保護委員会、国のほうで設置して監視すると

か、監督するとか、あるいは罰則を強化する。さらに

は個人情報を一元的に管理せずに分散管理をするとか、

アクセス制御によりアクセスできる人の制限、管理を

実施するとか、いろいろなやりとりに関しては個人番

号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施すると

か、このような形で国のほうでも情報保護に努めるよ

う、またそのような形で実際の運用をする機関等に周

知するものだと考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  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）  24ページをお開き願いま

す。14款県支出金１項県負担金でありますが、１目民

生費負担金は、民生委員推薦会ほか８件あわせて６億

8,241万8,000円を計上、２目土木費負担金は街路整備

ほか１件、あわせて5,518万円を計上、前年度と比較

して5,500万円の増となりますが、街路整備の増によ

るものであります。３目消防費負担金は石油コンビ

ナート等総合防災訓練20万円を計上、県負担金はあわ

せて７億3,779万8,000円を計上いたしました。 

 ２項県補助金でありますが、１目総務費補助金は石

油貯蔵施設立地対策等交付金ほか３件、あわせて２億

4,132万2,000円を計上、２目民生費補助金は乳幼児妊

産婦医療給付費ほか19件、あわせて１億7,833万5,000

円を計上、３目衛生費補助金は健康増進事業ほか３件、

あわせて2,336万9,000円を計上。 

 26ページをお開き願います。４目労働費補助金は、

緊急雇用創出事業１億8,897万4,000円を計上、前年度

と比較して5,909万1,000円、23.8％の減となります。

５目農林水産業費補助金は、農業委員会委員手当分ほ

か22件、あわせて２億9,554万1,000円を計上。前年度

と比較して2,802万6,000円、10.5％の増となりますが、

主に多面的機能支払い交付金の増によるものでありま

す。６目商工費補助金は、企業立地促進奨励事業

2,810万円を計上、７目土木費補助金は下水道事業債

償還基金費補助金ほか３件あわせて2,120万円を計上、
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前年度と比較して1,749万円、45.2％の減となります

が、主に生活再建住宅支援事業の減によるものであり

ます。 

 県補助金はあわせて９億7,684万1,000円を計上いた

しました。３項委託金でありますが、１目総務費委託

金は人口動態調査ほか８件、あわせて１億101万8,000

円を計上、前年度と比較して4,507万4,000円、80.6％

の増でありますが、主に県知事及び県議会議員選挙出

向経費の増によるものであります。 

 28ページをお開き願います。２目民生費委託金は社

会福祉統計ほか２件、あわせて９万6,000円を計上、

３目農林水産業費委託金は家畜伝染病予防事業費ほか

２件、あわせて703万円を計上、４目商工費委託金は

自然公園施設管理費ほか１件、あわせて172万6,000円

を計上、５目土木費委託金は河川障害物除去業務ほか

５件、あわせて665万7,000円を計上、６目消防費委託

金は水門管理186万7,000円を計上、７目教育費委託金

は学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事

業1,220万円を計上、委託金はあわせて１億3,059万

4,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。畑中委員。 

○畑中勇吉委員  25ページの石油貯蔵施設立地対策交

付金についてお伺いしたいと思いますけれども、交付

金の算定基礎、原油、多分１キロリットルといいます

か、それが算定基礎になって幾らというふうな積算の

根拠になっていると思うんですが、その辺について。 

 それから、もう一つ、価格といいますか、原油の量

とその価格がもうしばらくたちますが、これは一定で

これから持続していくのか。そこら辺ちょっとお尋ね

したいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  まず 初の基礎となって

いる原油の貯蔵容量でございますが、184万キロリッ

トル、これが基準となっております。 

 総交付額の計算ですけれども、0.33掛ける184万キ

ロリットルプラス28.05で88.77百万円という単位が県

全体に交付される額となります。 

 それから、同じ額で継続されるのかというようなご

質問でございますが、今、実は合併の特例期間となっ

ておりまして、現在は旧久慈市と旧山形村が交付を受

けていた額の足した額をいただいておりますけれども、

期間が満了する28年度になりますか、それ以降につい

ては新久慈市を基準にした額の交付ということになり

まして、今、広域４市町村と、岩泉町を加えた市町村

が交付を受けているわけですけれども、28年度から新

久慈市になりますと、隣接する市町村が新たに軽米町、

九戸村、葛巻町と三つの町村がふえるということにな

りまして、久慈市の交付を受ける額については480万

円ほど減額となって、その３市町村に新たに交付が始

まるということになります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  工事期間中から今日に至るまで大変

な恩恵がある交付金なり、いろんな補助金があったわ

けですが、参考までに、もしおわかりでしたら石油備

蓄絡みで今、働いている職員数、どれぐらいいるのか、

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  石備絡みで働いている方

の人数というようなご質問でございますが、国家石油

備蓄基地につきましては、これは職員数なんですが58

人いらっしゃるということで、あとは協力会社２社ご

ざいまして、18人、あわせて76人が働いているという

ようなことで伺っております。 

 あとはそれに加えて、例えば漁業者の方々の船をお

借りして、社員以外に日々雇用といいますか、雇って

いる方もそれ以外にあるというふうには思っておりま

すけれども、その人数については把握いたしておりま

せんので、ご了承いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  29ページ、土木費委託金のことにな

りますが、河川障害物除去業務ということで、これは

樹木とか土砂、これらにかかわると思うんですが、河

川を見た場合にごみが非常に目立つ箇所もここにある

わけです。ごみの場合、障害物というふうにはならな

いんですが、そういうものもここの項目の中に対象に

入っているのかどうか、お伺いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  ただいまのご質問ですが、

河川障害物の除去の関係ですが、これは県の委託を受

けて市のほうに入りまして、それを衛生班連合会のほ

うにお支払いするというような形で執行しております
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けれども、基本的な内容は草刈りでございます。支障

木とか、草刈りです。連合会のほうにお願いして行っ

ている草刈りの費用ということでの経費でございます。 

 今、ご質問の支障木につきましては、本来河川管理

者がやるべきもの、あとはごみについてはこれには含

まれておりませんので、その他の方法で執行するとい

うことになると思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  関連して、衛生班連合会に委託して

いるという、草刈りという話だったんですけれども、

草刈り以外に野焼きをしているケースがあると聞いて

いるんですが、それらも対象になっているのかどうか

ということは確認できますか。 

 ボランティアじゃなくて、ちゃんと町内会には連合

会から多分草刈り使用でいっていると思うんです、油

代とか何かで。それで野焼きをしているケースがあっ

て、それがいろいろちょっと問題化しているんですけ

ど、その辺は。関連してお聞かせいただきたいと思っ

ています。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  この経費の関係で私が承

知している範囲ですと、各河川によって、面積によっ

て委託費が決まっていると承知していましたので、野

焼きの部分については直接の経費には入っていないと

いうふうに承知しております。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  担当課が来たようですから、担当課

からも重ねてお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまのご質問の

衛生班連合会で委託を受けております河川の草刈りの

件でございますが、ただいま土木課長からお話ししま

したとおり草刈りの経費でございますので、野焼きに

ついての部分は含まれていないとは思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  具体的には夏井川の上流、国坂方面

にあるんですが、屯所があるんです、そこに。傾斜が

あって河川があって、夏井川。その周辺をちょうど草

刈り時期になると野焼きでカッパ焼きしちゃうと。そ

うすると非常にその方にすれば脅威を感じながらいる

という状況なもので、そこで野焼きをしながら草刈り

をしたということで報告したのかなというのもあって、

ちょっと確認をしたんですけれども、その辺の苦情

等々来ていませんか。 

○委員長（桑田鉄男君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまの野焼きに

ついての苦情等はうちのほうでは把握してございませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  野焼きの話が出ましたけれども、野

焼きについては余り多くなくなってきておりますが、

市としては野焼きをするような指導はしているわけで

すか。いろいろトラブルも聞こえてきておりますが、

その辺をお伺いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  野焼きについての指

導はうちのほうではしてございません。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 15款財産収入、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  28ページ、中段になりま

す。15款財産収入１項財産運用収入でありますが、１

目財産貸付収入は、教員住宅使用料ほか３件あわせて

1,118万5,000円を計上。２目利子及び配当金は財政調

整基金利子ほか19件、あわせて970万6,000円を計上。 

 30ページをお開き願います。財産運用収入はあわせ

て2,089万1,000円を計上いたしました。 

 ２項財産売り払い収入でありますが、１目不動産売

り払い収入は土地売り払い収入ほか１件、あわせて

1,130万4,000円を計上。２目物品売り払い収入は不要

物品売り払い収入ほか１件、あわせて50万1,000円を

計上。財産売り払い収入はあわせて1,180万5,000円を

計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。中平委員。 

○中平浩志委員  立木の売り払い収入についてなんで

すけれども、これは一般質問でもうちの会派でも話を

したんですが、市有林の立木だと思うんですけれども、

ある程度定期的に計画を持って市有林伐採しながら森

林管理というのかな、そういうふうな観点からもやっ

ていく必要があるのかなというふうに、うちの会派で

この間も質問、木ノ下さんも関連しましたけれども、

そういった観点でのこれからの計画性を持っての市有

林の伐採というのかな、そういうふうな部分での考え
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を再度お伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ただいまのご質問で

ございますが、市有林全部で、直営林でございますが、

1,400ヘクタールぐらいととらえてございます。この

うち保安林が120ヘクタール程度あると考えておりま

して、それを除きますと1,280ヘクタールが市の権限

で処分できる市有林であるというふうにとらえている

ところでございます。これを60年伐期ということで計

算しますと、1,280ヘクタールを60で割りますと20ヘ

クタールとなります。 

 ということで、この20ヘクタール分を今回の立木の

売り払い収入で1,000万円。これは公売によって額が

確定しますので、見込みとして1,000万円を計上させ

ていただいているところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中平委員。 

○中平浩志委員  今、60年周期という話しされました

けれども、よく言われるのが60年というのは普通の松

とか杉の話ですよね。私が言っているのは本当のその

辺の雑木なんです。やっぱりそういった雑木というの

は、25年ぐらいが大体、一般的に話を聞くと、もう伐

採時期だと。それを過ぎちゃうとなかなかうまくいか

ないというのも聞いていますので、やっぱりある程度

伐期の時期に切ることが、私は山の整備というのか、

そういうような自然保護の観点からもいいのかなとい

うふうな感じがしますけれども、そういうふうな部分

での考えというのはございませんでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  広葉樹につきまして

は、420ヘクタールほどあるというふうにこちらでは

試算しておりますけれども、その大半が水源涵養とか、

あるいは保安林ということで、その処分可能な面積は

約70ヘクタールということで、それらも含めてなんで

すけれども、この試算では松とか杉で一応予算計上さ

せていただいているところでございます。 

 ただいまご指摘のあった点も含めて、検討はさせて

いただきたいと思っています。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  29ページの教員住宅にかかわってお

尋ねしたいんですが、今の教員住宅の入居の状況、そ

れから入居をしていない住宅、それからもう員数から

外れててこれからも入居も予定しないような住宅、こ

れが内容はどうなっているのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

 それから、もし入居を予定していないという住宅等

があるのであれば、これからの解体なり、処分なり、

計画はどのようになっているのか。 

○委員長（桑田鉄男君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  ただいま教員住宅に

ついてご質問いただきましたけれども、現在、私ども

のほうで教員住宅は56戸、市内でございます。そのう

ち34戸が入居しているわけでございますけれども、残

り入っていないところが22戸ということになりますけ

ど、そのうち入居できる状態にない、非常に古くて使

用に耐えない状況のものは11戸であるというふうに認

識してございます。 

 学校のない部分については、解体していかなければ

いけないんですけれども、それ相応の費用もかかりま

すし、地権者等が別にある場合もございますので、そ

ういったところについては地権者さんと相談して引き

取っていただくとか、そういうふうなことを考えたり、

それから今、全体的に不要の施設について見直しをし

ていますので、必要な経費等を算出しながら解体経費

等も検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  侍中の近くにも１戸建ての教員住宅

があるんですが、この教員住宅が使用できない11戸の

中に入っている教員住宅なんでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  ただいまの侍浜中学

校のもよりのというふうなことでございましたけれど

も、昭和四十二、三年ごろのものでございまして、ち

ょっと今使える状態にないというふうに思っておりま

す。 

 使える状態ではないほうにカウントしてございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  教員住宅に山根にも教員住宅があっ

て、非常に立派な施設で坪単価70万円ぐらいでつくっ

たかなという、当時びっくりしたことがありますが、

それはどうなっていましたか。 

○委員長（桑田鉄男君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  山根地区の教員住宅

なんですけれども、あの１棟は平成９年に建てられた



－18－ 

新しい建物であると思いますけれども、そこについて

は地権者さんと今相談させていただいていて、底地が

市ではないものですから、相談させていただいており

ます。 

 ２年ほど前、学校があるうちは校長さんが住んでい

らっしゃったところでございますので、今、そこのと

ころについては地権者さんと相談しながら、今後の処

分を考えているということです。ほかにも２棟あるん

ですが、それは非常に古くて壊さなければいけないよ

うな建物となってございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  たしか坪単価70万円という立派な家

かと思いますが、山根中学校の廃校舎とあわせてこの

教員住宅も活用すべきだと思っておりますし、例えば

Ｉターン・Ｕターンの人の仮の住まいにして定着を狙

うとかそういうのも考えられますので、今後検討して

もらえればと思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  今の件につきまして

は、市長部局、総合政策部のほうと事前に協議しなが

ら進めさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 16款寄附金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  16款１項寄附金でありま

すが、１目一般寄附金に一般寄附金ほか１件あわせて

2,100万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。畑中委員。 

○畑中勇吉委員  ふるさと納税にかかわってなんです

が、納税者にふるさとのいろいろな産品等を送ってい

るという、選択制なわけですか。 

 それで久慈市の特産なり、土産品のようなものが載

っているんですが、この中で全国の納税者から好まれ

て要望のある産品、そのベスト３、ベスト５はどんな

のになっているか、ちょっとお尋ねしたい。 

○委員長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  納税者へのふるさと

納税、納税者への特産品ですが、全部で55品目ござい

ます。そのベスト３でございますと、潮騒の一夜干し

セット、それからシメサバ、それとお酒です。以上が

ベスト３になります。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  何か、ベスト３を見る限り、海鮮と

いいますか、海の魚とかそういうふうなのが好みなの

かなというふうなことを感じますが、見たときに、何

といいますか、久慈で誇れる、例えば生ウニとか、ホ

ヤとか、アワビとか、こういうふうな、イカとかサバ

よりも、さらに久慈の味を喜んでもらえるようなのが

あるような気がするんです。 

 だから、時期、季節限定の送付とか、送る期間を限

定してとかというふうなこと何かで、ぜひ、生ウニと

か、アワビとか、ホヤとかそういうのを加えて納税者

に送るような企画をしたらどうかなというふうなこと

を感じるんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  畑中委員おっしゃる

とおり、我々もやっぱり海産物を出すのがやはり久慈

の特性を出すひとつの手だてだと考えております。こ

れに向けては、今、国のほうでも控除額を２倍にする

とか、あるいはいろいろ控除の方法を簡素化するとか、

そういうような改正を行おうとしていますし、それに

向けて久慈のほうでも毎年進化させようと思っていま

した。 

 それで、今、見直しを考えておりますので、いろい

ろな業者の方と相談しながら、今お話しのような、例

えば季節限定であってもいいんですが、生ウニ、アワ

ビ、ホヤとか、そういう部分をぜひ発送できるような

形でもっていきたいと考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  ふるさと納税、予算2,000万円とい

うようなことであります。25年度決算でいかがだった

かなと思っておりますが、このふるさと納税、これま

での取り組みは、市の広報を送るというふうに私は聞

いてましたけれども、遠藤市長になってから、これを

まさにふるさとを発信するということを含めて、これ

を導入したというように思っているわけですが、この

25年度決算でふるさと納税はどうだったか。26年度は

一般質問で出ましたので、私は1,500万円は理解して

いますけれども、いずれこのふるさと納税がいつ始ま

って、そして長い間私は広報のみだったというふうな

気がしているんですけれども、そこら辺の変移も含め

て改めてこのふるさと納税の取り組み、遠藤市長の姿
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勢をお伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  お話のとおり、今年

度の10月から特産品を送付する制度、それまではお礼

のお手紙とか広報だけでした。昨年25年度ですと66件、

447万円になります。ちなみに24年度でありますと52

件、291万2,000円、ということで、25年度に比べれば

３倍以上の金額、件数でいいますと10倍以上という形

になっていまして、ますます充実させて一生懸命取り

組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  今のふるさと納税にかかわる部分で

すが、これは自治体間の税金の分捕り合戦になってい

るような感じも受けるわけですが。市に入ってくる分

とそれから本来久慈市に納めるといいますか、入るべ

きものが他の自治体に納税をしているという部分のか

かわりがあると思うんですが、この辺の入ってくる分

と出ていく分の予想といいますか、その辺については

まだ金額的なことは難しいかと思うんですが、傾向あ

るいはこうなるのではという辺の話、答えがいただけ

ればと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  確かにマスコミ等で

も自治体の分捕り合戦という話も、報道等も出ていま

すが、ただ、そうは言いながらもやはり久慈市として

も貴重な財源ですので積極的に行きたいと考えており

ます。 

 久慈から他のほうに、ふるさと納税をやった方の数

字はつかんでおりませんが、ほとんどそういう数字は

ないだろうと考えておりまして、他から来る分ですと、

やはり首都圏、東京とか神奈川とか、大阪とか千葉、

そこら辺が久慈では多いので、これは全国的な傾向を

見ても、やはり首都圏から地方へ納税がなされている

というような傾向だと考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 17款繰入金、説明を求めます。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に４億

8,346万3,000円を計上、２目起債管理基金繰入金は起

債の償還に向けて４億336万円を計上、３目東日本大

震災復興交付金基金繰入金から８目長寿と健康のまち

づくり基金繰入金まで、それぞれ事業の財源に充当す

るため繰入金を計上、基金繰入金はあわせて19億

2,591万円を計上いたしました。前年度と比較して

4,934万3,000円、2.6％の増となりますが、主に財政

調整基金繰入金の増によるものであります。 

 ２項特別会計繰入金でありますが、１目土地取得事

業会計繰入金は15万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。中平委員。 

○中平浩志委員  この繰入金の中のふるさとの水と土

保全ですか、これって目的は何なんですか。 

 私、素人ながら考えると、やっぱり環境問題という

のか、その辺を含めながらきちっと自分たちの水を確

保しながら将来に向けてという形なのかなというふう

に思いますけれども、これほど異常気象が続いている

と、やはり何かあったらというのをつい考えてしまい

ます。特に今シーズンは雪がほとんど降らなくて除雪

もほとんど出ないという、これで本当にいいのかなと

いう感じもしますし、やっぱり自然というのはどこか

でつじつまをあわせてしまうのかなというふうな気が

していますから、そういった部分を考えても、この水

と土の保全、この部分の役割というのは大きいものが

あるというふうに思われますけれども、この内容につ

いてお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  ふるさとの水と土保全基

金繰入金でございますが、目的といたしましては、こ

の基金を利用いたしまして土地改良施設や農業中心と

したさまざまな地域資源を保全する協働活動に支援い

たしまして、地域住民の協働活動の活性化と土地改良

施設の多面的機能を発揮させることを目的としており

まして、事業内容といたしましては、柏木地区の親水

公園の遊歩道の清掃や自然観察会等を実施して児童等

にふるさと水等の親しみを持たせるような活動をして

いる状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中平委員。 

○中平浩志委員  内容についてはわかりましたけど、

私、一般的にそういう意味じゃなくて、もうちょっと

範囲を広げてというか、大きい感覚でやってもいいの

かなと。先ほども言いましたけども、今この辺だと海
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外資本というのは余り来ていませんけれども、例えば

北海道だと中国資本が入って土地を買ってますよね。

というのは、何の目的かというのを考えれば、話が変

なほうになりますけど、水の確保なんです、将来的な。

我々はこれほど恵まれた土地に住んでいますんで、余

り感じませんけれども、水っていうことはすごく大事

だというふうに私は感じています。やはりそういった

部分を考えると、こういった水と土を守るということ

はそういった部分の防衛策も含めながらの対策の一環

として考えていっても、私はいいのかなというふうに

思いますけれども、ちょっと話が飛躍し過ぎましたけ

ど、いろんな意味で、いずれにしても自然と環境を守

っていくという部分も入っていますので、そういうふ

うな部分でこれから考えていってもいいのかなという

ふうに思いますけれども、考えがあったら答弁いただ

きたいというふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  これは今のお話ですけど、

大変、将来を担う子供たちがふるさとの水なり山なり

体験いたしまして重要性を学習してもらえれば、これ

は幸いなことでございますが、水の大切さ、山林、山

のほうが主体になってくると思いますが、いずれにい

たしましても、この山、里、森、この重要性はこの学

習活動を通じまして教えてまいりたいというふうに考

えてございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 18款繰越金、説明を求めます。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。 

 18款１項１目繰越金でありますが、前年度繰越金

1,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 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款諸収入でありますが、

１項延滞金加算金及び科料は市税延滞金ほか１件合わ

せて300万1,000円を計上、２項市預金利子は実績等を

勘案し、歳計現金の預金利子30万3,000円を計上、３

項貸付金元利収入は消費者救済資金貸付金ほか４件、

合わせて２億4,255万6,000円を計上、４項雑入は32

ページから36ページまでになりますが、市税滞納処分

収入ほか66件、合わせて３億3,586万4,000円を計上い

たしました。前年度と比較して3,721万7,000円、

10.0％の減となりますが、主に凍上災害国庫負担金精

算金の減によるものであります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  35ページになりますが、一つは学校

給食費、これの収納状況について。 

 もう一つは21節の雑入、太陽光発電売電料114万と

いうふうになっていますが、この公共施設の場合には

発電したのを自家消費しているのが非常に多いのでは

ないかなとそういうふうに思うわけですけれど、この

発電によって電気料の負担がどれぐらい軽減されてき

ているのか。ここの発電の114万だけもうかったとい

うことではないと思うんです。実際には公共施設で使

っている電気料が軽減されたというふうにも思うんで

すが、そこの部分について計算等できているのであれ

ば、お伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  菅原学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（菅原淳一君）  給食費の納

入状況についてご質問いただきました。 

 27年１月末現在における収納率でございますが、全

体で95.17％、前年同期は95.39％でしたので、0.22ポ

イントの減となっております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  ただいま太陽光発電

に関してのご質問をいただきました。 

 まず、売電に関しては、久慈小学校だけが今設備さ

れておりますけれども、25年度決算状況で大体電気の

使用料が300万円ほどでございます、久慈小学校の場

合。今回、予算として114万もったわけなんですけど、

ですから３分の１ぐらいは売電によって歳入を賄えて

いるのかなというふうに考えてございます。 

 ただちょっと、今、新たに体育館、屋体を措置した

関係でこれがどうなっていくか、まだ見通しはないん

ですけれども、現状でも大体300万円に対して100万ち

ょっとの歳入を見込んでいるというふうなところでご

ざいます。 

 以上です。 
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○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  公共施設につきまし

ては、グリーンニューディール事業を使って整備して

いるわけですが、こちらにつきましては、25年の繰り

越し事業ということで、中央公民館、それから観光交

流センター、勤労者家庭支援施設、元気の泉に設置し

ておりますが、こちらにつきましては１月に完了した

ばかりですので、今後、推移等を見守ってまいりたい

というふうに考えております。これは売電しないもの

でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  在宅老人の分の緊急通報利用料38万

5,000円を計上しておりますが、たしかこれ所得によ

って１カ月幾らというのと、それから無償というふう

にあったと思うんですが、この予算計上の関係でいい

ますと、有料の方だと思うんです。有料と無料の関係

で総体的に合わせて両方の人数をお知らせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  緊急通報装置の関係

でございますが、有料となる方は所得税が非課税は無

料ですが、所得税がかかる方は有料となります。 

 これが月額945円ということで、２月末現在の設置

台数が300台ございますが、その約１割の方が有料と

いうふうに見込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  実は、この緊急通報システムは非常

に１人暮らしのお年寄り、あるいは夫婦世帯のお年寄

りの人たちにとって非常にいい役割を果たしているん

です。 

 そこで、今、300台ということでございますが、い

つでもつけれる状況なのか、以前の答弁だと必要なと

きはいつでも補正予算を組みますという元気な答弁が

返ってきてるんですけど、300台あって、例えばすぐ

つけたいといっても予算の関係でつけないとかいうこ

ともあるんですか、その点の対応はどうなっているの

かお聞かせいただきたい。 

 それから、いわゆる電話機によって、前につけれな

い電話機があったんですが、そういうのの改善があっ

てどんどん変わってきているのか、古い電話だとつけ

やすいし、光通信だとなかなかつけれないということ

があったんですけど、その機器の対応っていうのはそ

の後改善になってきているのか、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  まずは機器のほうの

関係でございます。以前から光、これは以前から使用

できます。ただ、共同電話とかＩＳＤＮ、これについ

ては対応できていないということでございましたが、

現在は携帯電話といいますか、ペンダント式携帯電話

も使用できるようになりました。これは昨年度からで

すけども、そういうふうな改善は進んでいるという状

況にございます。 

    〔「予算は」と呼ぶ者あり〕 

○健康福祉部長（和野一彦君）  予算の関係でござい

ますが、昨年度、平成25年度は補正措置をしまして対

応いたしましたが、ことしは補正は必要なくて補正な

しでも対応できる状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私からも太陽光の発電の関係であり

ます。今、それぞれ答弁があって、一定の効果を出し

ているという話であります。自給自足という言葉があ

るわけですが、こういった電気関係等についても、自

給自足ができれば、私はいいなと思っているわけです

が、ただ、費用対効果、つまり収入はあるけれどもパ

ネルを設置しなきゃならんというようなことで、そこ

には費用がかかって、 終的には収入がくるというこ

とですが、そういった意味でこの費用対効果を大きく

どのように捉えているのか。私はいずれ自給自足を目

指すという方向がこういった自然エネルギーを導入す

る際に市が率先してそういった導入する、そして費用

対効果をみずからがチェックする、そして市民にも多

いに促していくというふうな方向性があるのかどうか、

あるいは他の自治体はどんな状況でこの自給自足をこ

の太陽光については捉えているのかということについ

てもお聞かせ願えればと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  ただいまご質問をい

ただきました太陽光の関係でございます。 

 こちらにつきましては、平成24年から住宅用太陽光

の補助ということで１キロワット当たり５万円の補助

を出しているところでございます。 

 これにつきまして、平成24年度は54件、それから平
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成25年度49件、今年度につきましては２月末のところ

で32件というような状況になってございます。 

 先ほど自給自足というようなお話もございました。

そうなれば一番よろしいわけですが、なかなか全体と

いうことになれば難しい部分はあるかもと思っており

ます。 

 なお、24年度に住宅用太陽光を設置した方々に追跡

でアンケートをとっております。この中で太陽光発電

つけてどうだったかという質問に対しては、非常につ

けてよかったと、効果は何なんだという部分につきま

しては、節電に対する意識が高まったと、それからも

う一つ、環境に対する考え方というのが非常に深まっ

てきたというようなこともございました。こういった

部分で少しでもこういった補助を通じながら市民の意

識を醸成していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  一般家庭の成果、徐々に上がってき

ているという話であり、結構なことだろうと、さらに

この施策を充実させてほしいと思うわけですが、市の

施設の自然エネルギーを導入する計画はどうなってる

かということを先ほどあわせて聞いているわけですが、

いずれ、今、久慈小学校あるいは今度、屋体につく、

あるいは元気の泉等にはついているという話、先ほど

答弁が出た。将来的に市の施設に対してこの太陽光、

あるいは自然エネルギーを導入していく計画というの

を持っているのかどうか、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  先ほどご答弁申し上

げましたほかに、現在計画がある部分では、公共施設

再生可能エネルギー導入事業、これは県の基金事業で

ございますが、こちらで今年度につきましては小久慈

公民館、それから大川目公民館、三船十段記念館、そ

れからＢ＆Ｇ海洋センター、こちらいずれも太陽光と

蓄電池、避難所ということの部分になりますけれども、

予定しております。 

 また、今回、予算のほうにのせてございます部分で

は高機能車庫、それからぎんたらす、あと今回新たな

取り組みになりますが、新山根温泉と福祉の村の屋内

温水プールのほうにチップボイラーを予定してござい

ます。 

 また、大きい部分では久慈地区の拠点工業団地のほ

うにメガソーラーを誘致するということで、昨年の２

月に業者を決定して事業を進めてきているわけでござ

いますけども、この部分につきましては、議員さん方

も既にご承知かとは思いますが、久慈変電所から種市

変電所までの間、それから久慈変電所から宮古の変電

所までの間のところがもう既に連携制約、つなげない

状況になってございます。こういったことで今、事業

のほうが一旦中断しているという形になって、今後の

久慈市の太陽光なり再生可能エネルギーを進める上で

は、いずれこの送電網の強化という部分をクリアして

いかなければならないというふうな状況になってござ

います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  工業団地のメガソーラー、中断して

いるというお話を聞きました。送電網の整備というふ

うなことを強く要望しながらということですが、この

見通しっていうのはどのように捉えているのかという

のをお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  送電網の強化の部分

で、まず工業団地の整備、メガソーラーの関係になり

ますけど、こちらはメガソーラーの事業的には５億ほ

どの事業になるわけですけども、今回、系統連携する

ために必要な経費といわれているのが７億ということ

になります。現状では、これはとても採算がとれるよ

うな状況ではないということで、現状は今、被災地に

つきましては、経産省のほうのメガソーラーの事業が

しっかり進んでいるかどうかという報告書の聴取、そ

れから聴聞会での認定取り消しというのが被災地の部

分は３月まで猶予されております。これが今後、聴聞

等が開始されて空きが出てくれば可能性っていうのが

出てくるのかなと思って、それの推移を見守っている

という状況になります。 

 また、送電網の強化等につきましては、市長会、そ

れから沿岸復興期成同盟会、北奥羽開発促進協議会等

を通じまして、国のほうには強く要望しているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  宮澤委員。 

○宮澤憲司委員  ２目の弁償金にかかわって、保育職

員の給食費、131万計上されておりますけれども、こ
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の積算の根拠をちょっとお知らせいただきたいと思い

ます。 

○委員長（桑田鉄男君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  保育所職員の給食費

の関係でございますが、１人当たり3,900円掛ける20

人分ということでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  35ページになりますが、電線地中化

整備事業負担金という200万の計上がありますが、こ

の負担していただく相手方とこの工事概要についてお

伺いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  先ほどの保育所職員

の給食費の関係でございましたが、訂正をさせていた

だきます。20人と申しましたが、28人でございます。

公立分、小久慈保育園が20人、久喜保育園が８人とい

うことでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  電線地中化事業の負担金

のご質問でございますが、まず、電線地中化の事業箇

所でございますが、久慈駅東口線、久慈駅からアン

バーホールまでの、まさにこの市役所の前の通りの地

中化を計画しているものでございます。 

 負担金の内容といたしましては、電線事業者、電力

さんとかＮＴＴさんとかの負担金分をいただいて事業

に反映させるというものでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  35ページの公演等入場料の関係です

けど、昨年に比べますと110万ぐらいアップしてます。

その内容とそれから自主事業費に対する、いつも聞く

んですけど、公演等入場料の割合、費用対効果という

ことを考えますと約3,000万ぐらいの予算で500万ぐら

いの入場料ということで、民間ですと完全にやってい

けないような状態なんですけど、もう少しどうなんで

しょう、他市では大体このぐらいですか。２割弱ぐら

いの推移をされているのか、そこら辺ちょっとわかり

ましたらお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  公演等入場料について

のご質問いただきましたけれど、来年度予算におきま

しては、文化会館が担当しております事業については

約350万ほどということで、26年度に比べて低い額で

見積もりをしております。全体額としては、実は商工

費のほうに計上しております「大友良英あまちゃんス

ペシャルビッグバンド」の入場料170万ほどを加えた

額をここに計上しておりまして、全体としては26年度

に比べて増額、そういったことであります。 

 また、入場料の設定でありますけれども、実は大体

いろんな公演ありますけれども、大人で2,000円から

3,500円程度、来年度で見ますとそういった額で、他

市に比べれば相当安い額の設定をしておると。そうい

うことで自主事業に対する比率というのも他市に比べ

て低い状態だろうというふうに思っております。 

 具体的な数値、他の市町村あるいは県民会館等の率

は今は持ち合わせておりませんが、久慈市は低いほう

である。 

 この原因というのは、実は東日本大震災、その後無

料の公演が相当、復興支援事業ということでありまし

て、なかなか無料という状況から高い入場料を設定で

きない、あるいは人数的な問題もありますけれども、

高くすればどうしても入場者が減ってしまうというさ

まざまなそういった要素を考えた部分での設定でござ

いますが、確かに一般財源の投入というのが相当多く

なっているというふうに思っております。 

 この部分については、やはりさまざまな事業の企画

をしながら入場料の比率を高める方向に徐々にもって

いきたいというふうに思っております。よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  35ページ、旧山村留学住宅賃貸料、

山形村と久慈市が合併をしたときに山形村では山村留

学制度を設けて取り組んでおったんですが、それで合

併した当時の市長もそれは継続していくという約束を

したように聞いておるんですが、その後、とりやめに

なったという経緯があるんですが、私はこの人口交流

拡大、そういった面等から考えて、当時の文科省の関

係の方と東京でお会いしたときに、山形村は非常に自

然が優れて山村留学に向いている関係で文科省のヒア

リングの際の参考にしたいからぜひ話を聞かせてもら

いたいという件がございましてお会いした、山梨の女

性の方だったんですが、この人のお話を聞いたときに、

非常にこの山村留学制度というのは有望な要素を山形
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村は持っているんだなというのを、私、当時実感した

経緯があるんですけども、そういった面から、私はこ

の新しい市長さんにかわって、今後この山村留学とい

うものに対して改めて取り組んでいくとかいう、そう

いうような認識を持ってもらいたいという考えの場合

についてはどのような感想をお持ちかお聞きしたい。 

○委員長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  山村留学につきましては、山

形村時代に実績がありまして、全国的にもかなり話題

になったというふうに認識しております。 

 現在は、それが途絶えておりますが、山形地区にも

人口定住Ｉターン、Ｊターン、そういったものを進め

たいと思っておりますので、この山村留学につきまし

ても再度取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  大変ありがとうございます。という

のが、繋の小学校は建物が特殊な形をして、ドーム型

の形をしているばかりじゃなしに、建物の内部の構造

自体があそこの中に人が泊まれたり風呂があったり、

いろいろ特別なつくりになっているという意味からす

れば、人数を制限すれば十分、山村留学等につかえる

構造を、ちょっと直せばあるようですので、そういっ

た面も含めてぜひ考えていただきたい、大変前向きな

ご答弁ありがとうございます。 

 それから、もう一つ確認しておきたいのが山形村誌、

この「村誌」の「誌」がどういうわけだか、ごんべん

に「志」という「誌」を使っている関係を、前の市長

さんのときに私が２回ぐらい質問したんですけれども、

どうしてもこの漢字にこだわっているようなんで、何

でこの「歴史」の「史」を使わないのかという部分で

お話を申し上げたら、通史とか何かで取り扱っていく

からいきたいというようなあいまいなところで私もや

めておったんですけども、私はこの一つの自治体がな

くなって新しい新市に取り組まれていくという過程の

中において、山形村に縁のあった人間としては、ごん

べんの「志」の「誌」なんてのを使ってもらうには、

それ相当なやはり明確な根拠なり然るべき説明をして

使っていただかなきゃならない。そうでなければこの

「歴史」の「史」をつかっていただくようにお願いし

たいので、これも市長さんのお考えをちょっと聞かせ

てください。 

○委員長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  「村誌」の「誌」の使い方と

いうことでございますけど、これについては検討させ

ていただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  公演等入場料に関連しますけど、先

ほど3,000万の予算に対して500万の収入しかないんだ

というお話があったんですけども、確かに費用対効果

でいうとそうなんですが、私は特に自主公演のありよ

う、例えばあそこはキャパが1,200あるんですよね。

実際その自主公演をやって、市が主催してやると500

入ったり600入ったり、満席入ることはめったにない

んです。そういうときに私は例えば小学生なり中学生

なりに対応するようなものであれば、事前に察知して

その辺の状況を見ながら中学生を無料で入れるとか小

学生を無料で入れるとかっていう形で、いいものをや

っているわけですから、やっぱり本物を子供たちに見

せるっていうことも一つの私はすごい情操教育になる

んで、自主公演については見通しがつくわけです、１

週間か10日前に大体これぐらい売れ行きがいってると。

そうするとこのぐらい空くんだというのは見通しつく

わけですから、そのときにはそういった小学校、中学

校なり団体に声かけて入ってもらうとかいうことを工

夫すれば、私は決して満額、あるいは入場料で入らな

くても結局その多くの市民にそのことが伝えられるっ

ていうことは非常に大事なんで、その点ではやっぱり

心を配った対応をしてほしいなというふうに思うので、

その辺、教育委員会担当でその辺をちょっと捉まえて、

できるだけいいものは満席にして豊かな情操教育につ

なげてほしいなというふうに思いますのでお聞かせく

ださい。 

○委員長（桑田鉄男君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  公演等についてのご質

問にお答えしたいと思います。 

 確かに、自主事業、なかなかいっぱいになるという

ことはございません。ものによっては、本当に２割、

３割という入場者というケースもございます。ただ、

市民の興味があるといいますか、割と親しみやすいよ

うな事業を組めば、やはり満杯になる。例えば、先ほ

ど申し上げました大友良英さんのバンドであるとか、

あるいは26年度でいえば平原綾香さんが出演したコン

サート、こういったものについては、ほぼ満席という
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ような状況になっております。 

 ただし、クラシック等のやはり愛好者が少ない事業

につきましては、どうしても入場者が少ないという傾

向にありますが、今、委員のご質問にありましたとお

り、１週間、２週間という中で入場券の売れ行き等を

勘案しながら小中学校のクラブ活動、音楽部であると

か吹奏楽部あるいはマンドリン部等に対して入場無料

ということで招待して、少しでも入場者をふやす、あ

るいはこれからの久慈市の芸術文化を担う人材育成と

いう観点からそういった取り組みもしてございます。 

 今後とも、そういった部分では工夫をこらしながら、

ぜひ文化の薫り高いまちづくりを推進するために頑張

ってまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  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）  36ページをお開き願いま

す。 

 20款１項市債でありますが、歳出予算に計上いたし

ました各事業のうち、適債事業について、また国の地

方財政対策を受けての臨時財政対策分について、それ

ぞれ市債を発行しようとするもので、合わせて15億

6,128万3,000円を計上いたしました。前年度と比較し

て11億5,370万2,000円、42.5％の減となりますが、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。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、歳入の質疑を終わります。 

 この際、昼食のため暫時休憩いたします。再開は午

後１時20分といたします。 

    午後０時05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20分   再開   

○委員長（桑田鉄男君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 審査を継続します。 

 次に、一般会計歳出に入ります。まず、給与費明細

書について説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、 初に、各般

にわたります給与費等について、給与費明細書により

ご説明申し上げます。 

 102ページをお開き願います。初めに、１特別職で

ありますが、表の一番下の比較欄で申し上げます。 

 長等は、職員数１名の減、給料796万8,000円の減、

期末手当215万5,000円の減、寒冷地手当５万1,000円

の減、共済費402万4,000円の減、合わせて1,419万

8,000円の減額。議員は、期末手当42万5,000円の増、

共済費941万7,000円の増、合わせて984万2,000円の増

額、その他の特別職は、職員数565人の増、報酬1,995

万4,000円の増、共済費176万8,000円の増、合わせて

2,172万2,000円の増額となっておりますが、主に国勢

調査の実施に伴う調査員等の増によるものであります。

特別職全体では、1,736万6,000円の増額となります。 

 次に、103ページの、２一般職（１）の総括であり

ますが、前年度との比較で申し上げます。職員数は２

名の減、給与費は4,813万3,000円の増で、内訳は給料

401万3,000円の増、職員手当4,412万円の増となりま

す。共済費は1,311万2,000円の減で、全体では3,502

万1,000円の増額となります。 

 職員手当の内訳及び前年度との比較につきましては、

その下の表のとおりとなっておりますので、ごらん願

います。 

 104ページをお開き願います。（２）給料及び職員

手当の増減額の明細でありますが、給料は401万3,000

円の増でありますが、その内訳は、昇給に伴う増加分

524万9,000円の増、制度改正に伴う増減分948万2,000

円の増、その他の増減分として、職員の新陳代謝等に

係る増減分1,071万8,000円の減となります。職員手当

は4,412万円の増でありますが、その内訳は、制度改

正に伴う増減分605万8,000円の増、その他の増減分と

して、職員の新陳代謝等に係る増減分3,806万2,000円

の増であります。 

 105ページ以降は、（３）給料及び職員手当の状況

であります。これは、職員の給与水準をあらわしたも

のであり、職員１人当たりの給与のほか、初任給、級

別職員数、昇給、期末・勤勉手当等について、それぞ

れの表に示しておりますので、ごらんいただきたいと

思います。 

 以上で、給与費明細書の説明を終わります。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員  昨年、今の１年前、副市長一人制あ
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るいは二人制ということで議論があって、一人制にな

りましたが、私は何年も前から一人制でいいんでない

かという提案してきましたが、残念ながら去年からで

なければならなかったということで、１年経過しまし

た。副市長１人で、２人だと多忙で大変だという話も

ありましたが、中居副市長も元気でやっておりますし、

風通しもよくなったかなという気がしておりますが、

１年たってみてどうだったかということを、感想でも

いいですし、検証しているのであれば、その辺をお伺

いしたいと思います。どなたでも結構でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  副市長就任いたしまして、

約11カ月が過ぎます。何とか精いっぱいやってるつも

りですが、なかなかに期待に応えれないでいるのかな

という気持ちもございます。まずは、とにかく目の前

の仕事を一生懸命頑張って処理したいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  副市長一人制にいたしまして、

中居正剛さんに就いていただいております。この間、

11カ月、副市長を務めていただいておりますけども、

非常に精力的に仕事をしていただいておるということ

で、順調に市政は動いてるというふうに感じておりま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  今のにも関連するわけですけども、

この明細書の比較で、長等は約1,100万の減額だと。

市長は、これについては子育て支援等、この財源を有

効に活用していくんだという思いがあって副市長を１

人にしたというふうに私は伺っておりますが、しかし

一方で、議員は前年度対比で約1,000万の増、職員は

約3,500万の増というふうなことで、長以外の議員あ

るいは職員が、これを見ますとなかなかに財源の工夫

をしてない。とりわけ、議員が実は1,000万の増だっ

たのかと、これを見ながら非常に私は遺憾に思っとる

わけですが、これとても、12月には議員の定数に係る

調査研究をしたわけですけれども、結果24名という状

況にはなってますが、これは委員長報告で 終日に決

まるわけですけれども、やはり報酬というのは避けて

通れなかった問題だなと改めて思っております。いず

れ、長については、市長は努力したわけですけども、

議員の報酬についてもやはり削減の方向で検討しなが

ら、市の財源に有効活用できればなと思うわけですけ

ども、その考え方についてお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  市議会の議員の皆様の報酬額

につきましては、定数も当然絡んでくると思っており

ますけども、そういった定数含めてどういうふうに運

営するのか、議員報酬をどうしていくのかというのは、

議員の皆様の判断を尊重すべきものと考えております。

ただ、市民の声もしっかりとお聞きいただきたいとは

感じております。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 １款議会費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、前に戻ってい

ただきまして、38ページをお開き願います。 

 １款１項１目議会費でありますが、２億3,992万

3,000円を計上いたしました。前年度と比較して、

1,259万円、5.5％の増でありますが、主に議員報酬の

増によるものであります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ２款総務費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ２款総務費１項総務管理

費でありますが、１目一般管理費は10億1,860万7,000

円を計上、前年度と比較して1,500万3,000円、1.5％

の増でありますが、主に社会保障・税番号制度対策事

業費の増によるものであります。 

 新規事業として、市制施行10周年記念事業費410万

1,000円を計上。 

 40ページをお開き願います。２目文書広報費は、

4,050万4,000円を計上。 

 ３目財政管理費は、64万9,000円を計上。 

 ４目会計管理費は、449万6,000円を計上。 

 ５目財産管理費は、２億1,631万9,000円を計上、前

年度と比較して６億184万1,000円、73.6％の減であり

ますが、主に高機能車庫等整備事業費、地域の元気臨

時交付金の減によるものであります。 

 42ページをお開き願います。６目企画費は、５億

6,488万2,000円を計上、前年度と比較して９億5,140

万4,000円、62.7％の減でありますが、主にブロード
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バンド基盤整備事業費の減によるものであります。 

 新規事業として、地域おこし協力隊設置経費1,280

万円、集落支援員設置経費324万1,000円、移住・定住

者への物件購入等を助成する移住・定住促進事業費補

助金106万円を計上。 

 44ページをお開き願います。７目支所費は、各支所

の維持管理費59万3,000円を計上。 

 ８目交通安全対策費は、1,065万1,000円を計上。 

 ９目諸費は、3,552万円を計上、前年度と比較して

1,553万3,000円、30.4％の減でありますが、主に山形

村誌編さん事業費の減によるものであります。 

 46ページをお開き願います。総務管理費は、合わせ

て18億9,222万1,000円を計上いたしました。 

 ２項徴税費でありますが、１目税務総務費は１億

8,056万6,000円を計上。 

 ２目賦課徴収費は6,823万2,000円を計上。 

 新規事業として、コンビニ収納システムの導入経費

として、納付環境整備事業費1,325万8,000円を計上。 

 徴税費は、合わせて２億4,879万8,000円を計上いた

しました。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費でありますが、7,997

万6,000円を計上、前年度と比較して412万8,000円、

5.4％の増でありますが、主に職員給与費の増による

ものであります。 

 48ページをお開き願います。４項選挙費であります

が、１目選挙管理委員会費は、2,192万9,000円を計上。 

 ２目選挙啓発費は19万3,000円を計上。 

 ３目市議会議員選挙費は、7,164万7,000円を計上。 

 ４目県知事及び県議会議員選挙費は、3,480万3,000

円を計上。 

 50ページをお開き願います。５目農業委員会委員選

挙費は、1,359万7,000円を計上。 

 選挙費は、合わせて１億4,216万9,000円を計上いた

しました。 

 ５項統計調査費でありますが、１目統計調査総務費

は、939万9,000円を計上。 

 ２目基幹統計費は、1,641万7,000円を計上、前年度

と比較して921万1,000円、127.8％の増でありますが、

基幹統計調査経費の増によるものであります。 

 統計調査費は、合わせて2,581万6,000円を計上いた

しました。 

 52ページをお開き願います。６項１目監査委員費で

ありますが、2,259万7,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。髙屋敷委

員。 

○髙屋敷英則委員  それでは、１点、45ページの移

住・定住促進事業費補助金です。これについて、ちょ

っと１点お伺いをしたいと思います。 

 これは、２月23日に議案説明会があったわけですが、

その資料によりますと、移住・定住者への物件購入の

補助「ほか」とあるんですが、確かに106万という、

６万という端数がついてるわけでございますので、こ

れの「ほか」っていう意味も含めて内容を説明をして

いただきたいと思いますし、これは、実際には何名を

想定した金額なのか、これをまずお伺いをしたいと思

います。 

○委員長（桑田鉄男君）  向川交流促進課長。 

○交流促進課長（向川智之君）  ただいまのご質問に

お答えいたします。 

 移住・定住促進事業費補助金でございますが、これ

は、久慈市ではこれまで市内の空き家情報を発信する

空き家バンク事業に取り組んでまいりましたが、登録

されていない物件でも久慈市内には多くの空き家物件

があり、市民からも有効活用がされないかという声が

上がっております。一方で、新たに家を建てたい居住

者もいるということでございますが、家屋の購入は安

易にいかないものでございますので、初期費用を理由

に移住を断念する方も多い現状でございます。したが

いまして、市内の空き家を有効活用し、移住希望者が

安価で移住できる環境をつくる必要があることから、

この事業を行うこととしたものでございます。 

 ご質問にありました内容でございますが、物件購入

費の補助として、１件当たり50万円、これは１件を想

定してございます。それから、そのほかに、空き家物

件の賃貸物件に対するリフォームの補助金として、１

件当たり10万円、こちらを４件予算計上してございま

す。そのほかといたしまして、空き家バンクの賃貸物

件に対する家賃の補助として、月額１万円を１年間分、

３件の利用について見込んでございます。合計としま

して、物件購入費補助50万円、空き家バンク物件リフ

ォーム補助金が20万円、それから空き家バンクの家賃

補助分が36万円で、合計の106万円となるものでござ

います。 
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○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  ありがとうございました。実は、

10日ほど前に、久慈の空き家情報、交流促進でやって

おりますよね。ネットでやっております。空き家情報

を見たんですが、中には売り物件一つ含めて三つの空

き家情報しかないわけです。今回、具体的にこういう

ふうな形で、例えばリフォームに対する補助とか、家

賃に対する補助とか、それから１件につき50万とか、

そういう内容が伴ってきたんで、これからもっともっ

と空き家情報の、例えば定住促進のための情報がより

具体的になって大きな効果を発揮するんじゃないかな

というふうに思うんですが、基本的に、この対象者に

なる方は、市を通じて、例えば、私は移住・定住、こ

ういう事業で久慈に移り住みたいんですよっていう、

自分から申告しないとなかなかつかめないような、そ

ういう流動的な面もあるわけでございますんで、そこ

ら辺の、言葉で言えば認定っていうんですか、そうい

う方に対象になりますよというような、市が認定をす

るっていうような、その認定の基準というのはどうな

んですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  向川交流促進課長。 

○交流促進課長（向川智之君）  今、委員、おっしゃ

ったとおり、申請によって空き家バンクへの登録とい

うことになりますが、申請を促すために、これまで市

では広報誌等で市民の皆さんにお知らせしていたとこ

ろではございますが、なかなかに今ご指摘のとおり、

紹介できる物件は４件しかございません。したがいま

して、先月から、中心市街地の空き家の調査とあわせ

まして、中心市街地活性化推進室と一緒になって空き

家の調査を始めております。新年度におきましては、

さらに中心市街地以外の空き家についても調査をいた

しまして、こちらのほうから所有者の方に登録に対し

てお願いするという形で、登録物件をふやしていきた

いなというふうに考えてございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  実際の現在のネットでの情報って

いうのは、極めて、あの情報見たら、逆に行きたくな

くなるなっていうふうな、そういう内容なんです。例

えば古い空き家があって、そしてそこに条件がいろい

ろ付いてあって、入居する場合には相当な修繕費がか

かりますよって、それしか書いてないんです。そうす

ると、どれぐらいかかるのかわかんないし、それから

古い空き家を、一つはたしか1,500万だったと思うん

ですが、それで売りたいっていう人もいますよってい

うような、そういう見てもぱっとインパクトを感じな

い。むしろ、幾らかかんのかな、問い合わせてみる気

にもならないなっていうようなそういう情報なんで、

もっと具体的になれば、かなりいい情報になるんじゃ

ないかというふうに思ってるんですが、実は、交流促

進が発信している情報の中で、久慈市の移住・定住の

第１号と言われる方が、宇部の方で、川崎町に住んで

おられる方が第１号だっていうようなことで載ってお

りましたけれども、今からちょっと数年前、実は山形

の川井にも、たしか横浜のほうだったと思うんですが、

ある男性の方が来て、１人、家を購入をして住んでら

っしゃるんです。全く自分は山形の生まれでもないと

いう方なんですけれども、その方は、１年間の中では

自分の友達とか何とかっていうんで、ツアーを20名か

ら30名ぐらい、個人で組んで来ていただいて、そうい

う都会の人との交流を図っているというふうな、自分

１人でそういうことをやっていらっしゃる方もいて、

そういう意味から言うと、そっちのほうの方が第一人

者なのかなというような気もするわけなんですけれど

も、多分、この存在を交流促進のほうの方、知らない

と思うんですけれども、現にいるんです。この間も、

一緒にお酒を飲みましたけれども、それで、今年度の

予算からそういうことをやるということなんでしょう

けれども、ここ一、二年で、明らかにこの方は移住・

定住ということで誰が見てもそうだなっていうふうに

認定をしてあげれるような十分な、そういうような形

で来て住んでおられる方、制度は今度からできるわけ

ですけれども、そういう方に対しては２分の１ぐらい

何とか助成してあげるっていうような、そういうふう

な考え方はないとは思いますけれども、一応お答えを

していただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  向川交流促進課長。 

○交流促進課長（向川智之君）  ただいまのご質問で

ございますが、制度は新年度からスタートするという

ことになりますので、今、委員おっしゃったような、

２分の１程度、既に住んでいる方にも助成できないか

ということについては、なかなかに難しいものかと思

われます。 

 しかしながら、何かしら金銭的なこと等は難しいか

もしれませんが、そういうふうな移住された方につい
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て情報を入手して、どのような形であれ、フォローア

ップできるような体制はつくらなければいけないなと

思っておりますので、そのように努めたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  補助もなんですけれども、その

方々は、補助がなくても自分から進んで来て、すばら

しい自然だなとか、久慈はすばらしいから私は住みた

いなというふうなことで進んでやってきているわけで

す。そして、実際に宇部の方で川崎町に住んでる方も、

大変ないろいろ活動をしております。それから、個人

ではあっても、川井に住んでる方も、そういう形で１

人で頑張ってるわけです。こういう、いわゆる先駆者

がいるんです。むしろ補助をしてあげるとかっていう

ような形よりも、その方たちのノウハウとかアイデア

とか、そういうものをもっと活用してみたらどうなん

でしょうか。一人ひとりが頑張るっていう形も必要か

もしれないけれども、そういう方々をいっぱい活用す

ることによって、そういう仲間、そういう部分にも非

常に大きなメリットが出てくるんじゃないかな、ある

いは今後の定住促進の大きな弾みになっていくんじゃ

なかなというふうに思うんですが、そういう方々をや

はり、物ではありませんので利活用とは言いませんけ

れども、本当に協力をいただきながら、一緒に頑張っ

ていってみてはいかがでしょうか。 後の答弁をお願

いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  向川交流促進課長。 

○交流促進課長（向川智之君）  ただいま、委員ご指

摘のとおり、既に移住された皆さんにお願いして、今

後の移住・定住事業にお手伝いいただいたほうがいい

のではないかというお話ですが、まさにそのとおりだ

と思います。今年度、移住希望者向けのお試しツアー

も企画しております。その中では、既に移住されてい

る方を講師といいますか、お願いして、久慈に住んで

こういうことがよかったとか、久慈への移住を希望し

てる方々に対してアドバイスをしていただくようなこ

とも考えてございます。 

 また、まさに移住・定住の先進地、岩手県それから

県外の先進地では、そういった方々を事業に積極的に

ご活躍いただいて、定住事業に取り組んでいる市町村

がいっぱいありますので、久慈市でも参考にさせてい

ただきながら、そのような形で取り組んでまいりたい

と思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  43ページにあります地域振興事務経

費、この記者会見の資料の中に書いてあるんですけど、

東北エモーション運行に係るイベントの経費が21万

6,000円ということです。これはどういうようなイベ

ントを考えてらっしゃるのかというのと、もう一つは、

先ほどちょうど12時50分着なんです、このエモーショ

ンが久慈駅に。それで、大体１時間ちょっとぐらい久

慈市で滞在する時間があって、また八戸に戻るという

ことなんですけど、実は、トランヴェールという新幹

線の中にある雑誌の３月号に、それが宣伝を兼ねて載

ってまして、そのときの乗客の方が、いずれ時間も１

時間ぐらいしかないから、駅前もぐらんぴあでも見て、

そしてまた帰りにデザートを楽しみに八戸まで乗りま

すっていうような記事があったんですけど。まず一つ

は、東北エモーション自体、久慈市における時間帯を

もう少し長くできれば、もうちょっと足を伸ばして観

光していただけるんではないかということと、それか

ら月に５往復ぐらいありますよね、土日とか。５回ぐ

らいあると思うんですけど、どうでしょう、年に何度

か、逆に久慈市発の東北エモーションっていうのも企

画っていうんですか、そこら辺、ＪＲの方と協議なさ

ったら、観光振興にもつながるんではないかと思いま

すけど、まずその点をお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英敏君）  東北エモーシ

ョンにつきましてでございますけれども、現在、ＪＲ

東日本が八戸線で運行しております東北エモーション、

いわゆるレストラン列車になりますけれども、市民を

対象とした運行につきましてＪＲ東日本から内諾を得

ているところでございまして、市制施行10周年記念事

業として、ことしの７月31日の運行に向けて協議を進

めてるところであります。その際の乗客への記念品、

東北エモーション発車にあわせて、八戸駅、久慈駅で

のイベントを考えているところでございます。具体的

に、今これ、案の段階で大変恐縮でございますけれど

も、両駅でもって久慈東高校の吹奏楽部、久慈高校の

マンドリン部などの演奏をしながら、八戸駅では久慈

市のＰＲもあわせてやりたいなというふうに考えてご

ざいます。 

 あと、東北エモーションの久慈での滞在時間の延長

ですとか、エモーションの下り上りの久慈発という案
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でございますけれども、これまではＪＲ東日本さんと

東北エモーションの運行について相談している中では、

そういったご相談はしてなかったところでございます

けれども、これからもＪＲ東日本さんと協議を重ねて

いく機会がございますので、その辺も可能かどうか、

ＪＲ東日本さんと相談していきたいというふうに考え

てございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ひとつ前向きによろしくお願いしま

す。 

 ついでに、45ページの、これもＪＲ関係です。東北

新幹線二戸駅利用促進協議会の負担金とあるんですけ

ども、いよいよ平成28年の４月ごろ、北海道まで新幹

線が通るようになりまして、ひょっとしたら二戸駅を

通過する新幹線が多くなるんではないかというふうな

危惧をされている向きもあるんですけど、何とか今以

上に減らないように、行政のほうとしてもＪＲのほう

に働きかけていただきたいということと、もう一つは、

今、久慈まで帰ってくるスワロー号は、夜の８時15分

までなんです。あと次、９時15分ぐらい、あと一本遅

いバスがあれば、かなり利活用というんですか、便利

というんですか。特に夏場、あまちゃん関係とか、観

光の方多い時期だけでも、冬場は別としても、夏場だ

けでももう一本遅い二戸発のスワローバスを運行して

いただくように強く要請していただきたいと思うんで

すけど、いかがでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  新幹線の函館延伸の

ほうにつきましては、やはり二戸駅が通過になるんで

はないかという危機感も周辺市町村で持ってますんで、

これらは今までも二戸駅の利用促進協議会で合同でＪ

Ｒ等に要望してるところでありますんで、引き続き要

望して、できるだけ二戸にとまる新幹線が減らないよ

うな形で要望してまいりたいと思ってました。 

 また、ＪＲバスのもう一本遅い部分というような、

そういう部分につきましても、ＪＲバス等ともいろい

ろ要望しながら、実現ができるように努めてまいりた

いと考えています。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  39ページになります。一つは、防災

行政無線のことについてと、それから43ページの、公

共施設の再生可能エネルギー、この二つについてお伺

いしたいと思うんですが、防災行政無線の運用につい

ては、運用規程を設けて行っているわけですが、地域

の方からラジオ体操を流してもらえないだろうかと、

ある一定時間に、そういう声もあるんですが。 

 あと、それから、先ほどの議会のところでも話が出

たわけですが、その活用の仕方について検討していた

だいて、何でもかんでも流せばいいということには当

然ならないわけですけれども、検討して、市民の生活

に役立つ、基本は緊急時の連絡ということにはなろう

かと思うんですが、そこの部分について検討の余地が

あるかどうか、お伺いをしたいと思います。 

 それから、もう一つは、43ページの公共施設の再生

可能エネルギー、これについて、２億1,000万ほどの

予算計上しておりますが、具体的内容についてお伺い

します。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  防災行政無線の活用につ

いてご質問いただきました。 

 今、委員さんおっしゃったとおり、防災行政無線は、

まず非常時に使うというのが第一の目標でございます。

それで、先ほど、ラジオ体操についてでございました

が、なかなか防災無線でラジオ体操を流すのはちょっ

と難しい。流すことはできるんですが、市民全体に防

災無線を流すっていうのは難しいような感じはしてま

して、今、思っております。それについては、いろい

ろな方法というか、市民の健康づくりとか、その面で

いろいろ考えていければと思っております。 

 それから、あと、催し物とか、その情報だとは思う

んですが、以前流していたんですが、それについてい

ろいろご意見等がありまして、それについて今回、１

回そういうところをできるだけ抑えてみて、皆さんの

意見を聞きながら流したいということで流すか、どの

ようなあり方がいいかというのを検討したいというこ

とで、今、やっておりました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  公共施設再生可能エ

ネルギー等導入事業についてですが、具体的な内容と

いうことでございます。 

 こちら、平成27年度におきましては、高機能車庫、
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現在建設中でございますが、こちらに太陽光、それか

らぎんたらす久慈のほうにも太陽光、あと、新山根温

泉と福祉の村の温水プールのほうにチップボイラーを

導入しようと、以上４件を計画してるところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  それでは、まず、市制施行10周年記

念事業についてお尋ねをいたしますが、久慈市は平成

18年、山形村と新久慈市ということになって10周年と

こうなるわけですが、昭和29年11月に２町５カ村が合

併して、新久慈市ができたということであります。５

年のときの市制の記念事業でも思ったんですけれども、

新久慈市なもんだから５周年だと、新久慈市だから10

周年だという論法です。当然、これからも15年、20年

というのは、それはそれで私は理解できますが、一方

で昭和29年の11月の久慈市が合併して、そして、なお

その方々の中には、この合併当時のいろんな思い出

等々、現在に至るまでの環境をよく知っている方々も

おられる。あるいは、合併してなければ、当時の久慈

市であれば、ことしは61年になるのかな。29年ですか

ら、61年ですね。そうすると、去年あたりは60周年を

記念する事業があったはずであります。そうすると、

そういうのがなくなって、今度は一方で新市のほうの

もう組み立てになってきたと。 

 私は議会改革でも言うんですけれども、温故知新と

いう言葉を忘れてはいけない。私は、一般質問でも、

名誉市民の顕彰についてやはりきちっとやるべきだと

いう観点を持ちながら、アレン先生の記念館の建立と

かそういった提言をしてるわけですが、と同時に、こ

ういった温故知新の中で今我々があるんだというふう

なことを思えば、やはり先人が苦労した昭和29年11月

の合併当時に思いを寄せながら、将来の久慈市発展と

いうのを考えていかなければならない。これは、やは

り遠藤市長の手によって、こういう事業も10周年事業

に加味しながら当時に思いに寄せるというのは、非常

に私は大事だろうと思うわけですけれども、まず、そ

の点についての考え方をお聞かせを願いたいと思いま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  委員さんから、今、非常

に貴重な提言だったと思います。29年の合併の歴史も

本当に大きな出来事で、それが今の新久慈市につなが

ってきてるかと思います。 

 そのあり方ですが、それについては、今、ちょっと

私自身は余り考えてないところもあって、どういうあ

り方がいいのか、また研究していきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  もちろん今の事務方にすれば、新し

い久慈市ができて10周年ということに思いを寄せると

いうのは、そのとおりだと思います。しかし、一方で、

歴史、温故知新という気持ちを常々持つ心、ぜひ記念

事業、大きな意味で、アンバーホールで仮にやるとす

れば来年の３月ごろだろうと思うんです。要は、今、

この事業が立ち上がったということでありますので、

この内容吟味についていろんな方面から聞きながら思

いを寄せていただくことも考慮して、この記念事業、

みんなが喜べる、よかったなというふうな思いが寄せ

れるような事業になるように検討していただきたいと

思うわけであります。 

 それから、定住促進の質問があったわけですけれど

も、先ほどは補助事業という中で議論されてましたが、

もう一方の43ページでは、移住・定住促進事業費とい

うのがあります。これについても、ちょっとお知らせ

をいただきたい。 

○委員長（桑田鉄男君）  向川交流促進課長。 

○交流促進課長（向川智之君）  移住・定住事業費に

ついてお答えいたします。 

 こちらは、補助事業とは別に移住促進のための事業

費を予算計上しておりまして、首都圏での移住交流フ

ェア、紹介のイベントの普通旅費、それからパンフレ

ット作成の印刷製本費、それから先ほど若干申し上げ

ましたが、田舎暮らし体験ツアー造成費委託料15万円、

それから先ほどの首都圏での交流イベントの会場借り

上げ料を予算計上しておりまして、合計57万1,000円

の予算となっております。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  先ほど、先にもう来てる方にも云々

という話が髙屋敷さんからありました。私もその話に

は同感なんですけれども、いわゆるインストラクター

あるいは何もなくても来たという心は何ぞやと。そし

て、来たけれども、やはり長所・短所を感じてるとい

うふうなことで言えば、やはり貴重な意見を持ってる

と思われますので、いずれそういった方々との交流窓
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口としてぜひ聴き取り調査をしながら、一方では、例

えば東京に行ったときに一緒に同行していただいて、

よさをアピールするとかというふうなことで人材の活

用を担っていただくというのも、私は一つの方法だろ

うと。補助だけが目的じゃないと思うんです。そうい

った方々は思いがあって来てるわけですから、その思

いを前面に出してどんどん定住促進に結びつける、そ

ういった貴重な人材として、インストラクターという

言葉がいいのか、何がいいのかわかりませんが、そう

いった活用の仕方も検討してみてはいかがかと思うわ

けであります。 

 一方で、空き家対策の話がありました。空き家対策

は、毎年、春・秋の火防点検で、各地域の消防団は各

班に分かれて細かく空き家を調査してるんです、現実

問題は。総務部長、そうですよね。いずれそういった

ことがあるので、空き家についてもそういった情報を

持ってるところと緊密な連携をとりながら、使えそう

なところ、あるいは全くだめなとこと、あると思いま

すので、先ほど市街地、中心部に限っての話がありま

したが、11分団になるのか、１分団になるのか、そこ

ら辺の情報もやはり消防防災課と緊密な連携をとりな

がら、空き家対策についてもご検討いただきたいと思

うわけでありますが、いかがでしょう。 

○委員長（桑田鉄男君）  向川交流促進課長。 

○交流促進課長（向川智之君）  ただいまの質問でご

ざいますが、まず、移住者のこちらに既に移住されて

る方の活用ということでございますので、先ほども申

し上げましたとおり、いろんな面でご協力いただきな

がら久慈市の情報発信をしていきたいと、このように

考えております。 

 それから、空き家についてでございますが、委員ご

指摘のとおり、消防の火防点検で調査しておりますの

で、消防のほうと連携を深めながら、そういう情報も

取り入れていきたいと、このように考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  後になりますけども、路線バスの

運行のあり様です。路線バスが運行してやはり大事な

ところは、大きな施設、久慈市役所、久慈病院あるい

は県北振興局等々、あとは市街地、銀行等々あるわけ

です。その中でふと気がついてるのが、アンバーホー

ルのところにバス停がない。これはここの前にバス停

があるからそれでいいのか、あるいは路線が必ずアン

バーホール通りますので、例えば小袖海岸線、アン

バーホールの前を通ります。しかし、長内小学校のバ

ス停がありますが、ここにはない。そうすると、もう

ずっと行って田屋のほうに行っちゃうというようなこ

とで、肝心かなめのアンバーホールにとまらない運行

状況になっていますので、ぜひそれらも、バスの運行

表が出ましたから、この間、広報で新バスの時刻表を

配りましたので、今回のダイヤ改正はともかくとしま

しても、そういった大きな施設、人が大いに利用する

施設については、やはりいろんな運行形態があろうか

と思いますけれども、通るバスについてはそういった

施設に配慮する、そういったバス停を設置いただくよ

うにご検討をいただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英敏君）  市民バスの運

行の路線についてでございますが、確かにアンバー

ホールの前で降りたいという方、数人からご意見をい

ただいているところですけれども、信号の手前30メー

トル以内にはバス停を設けられないと、あと坂道でも

ありますので、坂道にバス停を設けますと、冬場です

とやはり後続車等の危険もございますので、どうして

もアンバーホールに向けたバス停の設置についてはな

かなか厳しい状況だろうなというふうに考えておりま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  検討したという答弁で、無理だとい

う答えなんですが、病院の中には入っていくんです、

バスが、そして、玄関前で降ろすんです。アンバー

ホールも同じように、この路線の中でバス停をつくる

んじゃなくて、やっぱり入って降ろして出るというふ

うなこともやはり考慮していただくことも検討するこ

とは、ぜひよろしくお願いしたいんですが、いかがで

すか。 

○委員長（桑田鉄男君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英敏君）  ほかの乗客の

サービスの低下につながらない範囲で、検討させてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  どの乗客のサービスが低下して、ど

の乗客にサービスが上がったかというのじゃないと思
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うんです、現実問題は。だから、それを調べるのは並

大抵ではありません。いずれにしても、私が言ってい

るのは、大きな集客施設があるところには、病院もそ

うだし、市役所もそうだけれども、その前のところに

とまれるようなサービスは必要ではないかと。その結

果、どこかの乗客にサービスが低下するというふうな

私は議論ではないと思いますので、ぜひ、即答はいい

ですので、ご検討いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  今の市民バスの関係でござ

いますが、先ほど課長のほうから、交差点の関係とか、

坂道の関係とか、いろいろな規制がございます。それ

らも含めまして、またアンバーホールは事業等があれ

ば駐車場が満杯になるというような、そういうケース

もございます。 

 いろんな角度から、ただいまのいろんな大きな公共

機関等があるところについては、市民の足の利便性を

確保するんだというそういう観点から、どのような解

決策ができるか、それについては少し検討させていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  43ページの下から４行目、集落支援

員の設置という部分ですが、これは具体的にちょっと

これを教えていただきたいんですが。 

○委員長（桑田鉄男君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英敏君）  集落支援員に

ついてでございますけれども、これは国の制度を使い

まして、地域と人の協働による地域づくりを推進する

ために、地域の現状や課題などを把握するための集落

点検や、あと地域内での話し合いの場を設けていただ

く業務などを想定しております。 

 国からは、１人当たり350万円を限度に、特別交付

税が措置されることとなっておりまして、久慈市にお

きまして２月に公募したところ、１名の応募があった

ところであり、おとといの土曜日、その方の面接を行

ったところでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  これは、具体的に久慈市の中にはい

ろんな準限界集落地区もあるわけですけども、それを

一括して１人という考え方ですか、それとも大体久慈

市だと３人とか５人とかが必要なんじゃないかとかと

いう、そういうのは目標に置いたことはありますか。

ちょっとその辺を教えていただきたいんですが。 

○委員長（桑田鉄男君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英敏君）  集落支援員、

当市におきましては初めての受け入れとなるところで

ございまして、当面はお一人で、困っている集落をな

ぜ困っているのかなど把握するための、我々も当然職

員のほうも協力しながら、１人の受け入れで進めてい

きたいというふうに考えております。 

 集落支援員を受け入れて、時期を見て、必要であれ

ば募集することも可能だというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  せっかくいい制度が国にもあるよう

でございまして、久慈市でも募集したら１人応募され

たということですが、集落支援員というのは本当に、

特にも老人ばっかしの地域というのはそういう方々が

非常に頼りとする部分が多いと思いますので、もっと

仕事の内容等も、我々もそうですけども、皆さんもあ

れもこれも仕事があるなということで、老人ばっかし

だと何もできないでいるという地区もあるわけですし、

また雪かきだってできない地区だってあるわけですし、

そういったものを大いにもっと広げていただくように、

今後ともそれを煮詰めていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。答弁を若干お願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  集落支援員、今、課

長からお話ししたように、各集落に張りつけるんじゃ

なくて、まずは市全体を見てもらう、そしていろいろ

な集落の実態を調べてもらうのを中心に考えていまし

た。これは、地域おこし協力隊といろいろ組み合わせ

た形で、いろいろな活用方法ができると思いますので、

今後、積極的に活用したいと考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  庁舎管理にかかわって、先ほどエレ

ベーターの供用開始式、私も参加させていただきまし

て、大変よかったなと思っていましたが、実はエレ

ベーターが必要だということで、それで会派として和

歌山県新宮市に前例があるということで調査しまして、

その後、市のほうに提案したんですが、それが実った
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ということでさらに喜んでいるわけですが、どんどん

活用されて、２階、あるいは３階にも車椅子の方が上

がれるということで非常に喜んでおります。本当にお

めでとうございました。 

 39ページになりますが、ここに今年度予算まではあ

ったんですが、庁舎案内人の関係、防災危機管理監の

関係の予算がないなと思っていましたが、スリム化と

いうことでないのか、ちょっと私が見落としているの

かなわけですが、いずれ我々の会派でも、前から案内

人は特に必要ないし、職員全体でやればいいのではな

いかという話もしておりましたし、昭和48年当時、こ

こに市役所が出た当時は１年か２年ありましたが、そ

の後、ずっとやってこなかったという経緯もあって、

必要ないのかなと思っていましたが、今回、必要なく

されたのか、危機管理監と同じにスリム化を図ったの

か、その辺を理由等があれば、それを含めながらお伺

いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  総合窓口といいます

か、庁舎案内人でございますが、今年度、事務事業の

見直しの一環といたしまして、窓口に職員もおるわけ

でございますので、そちらのほうで対応が可能なので

はないかなというふうに検討いたしまして、平成27年

度ですか、新年度からは配置しないと。窓口にいる職

員が来たお客様については対応するというふうなこと

で、案内人を置かなくても不便のないように対応して

いきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  防災危機管理監の配置に

ついてですけれども、これは継続して配置する予定と

しております。９款１項５目の災害対策事業費5,800

万という項目がございますが、ここに含まれていると

いうことでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それでは、２点ほどお聞きをいた

します。 

 一つは、ブロードバンド基盤整備事業でございます

が、これは夢ネットということで、合併時の目玉の政

策だったわけでございますが、あれから９年たって、

この３月には完成をするというようなことで、いろい

ろ紆余曲折あったわけでございますが、非常に有意義

な事業になるんだなというふうに思っております。 

 ただ、一般の住民の方には、特に山形も今回のブ

ロードバンド事業で網羅されるわけでございますけれ

ども、一般の方には年寄りが多くて、こういうところ

にそういうのをやっても余り意味がないんじゃないか

というような方も結構いらっしゃるんです。当然、私

は、いやそうじゃないと、道路や橋ばっかりつくるの

はこれは基盤整備じゃないと、社会基盤の整備という

のは、こういう情報化社会を迎えて、やっぱりネット

環境を整備するというのは大きなこれは社会基盤の欠

かさざる整備なんだということで、100％、そういう

ことに疑いを持たないわけでございますけれども、実

際にブロードバンドの事業が早期に山形地区内、ある

いは今回措置されました各地区において、早期に定着

させなければならない。 

 定着させるためには、まず利用者がこれは必要なわ

けでございます。利用者に対して、現状ではなかなか

にただ利用してくださいと言うだけでは、なかなか難

しいのではないかというようなことで、そういう方々

に対してどのような形でご提案し、あるいはアプロー

チし、あるいは協議を重ねながら、ブロードバンド、

光ネットを活用していけるのか、そういうような今後

のあり方について、考え方を伺いたいと思います。 

 それから、もう一つは、市内のラジオの難聴解消、

これについては過日の一般質問においてもいろいろと

何回かやらせていただきました。なかなかに明快な回

答というものが得られないでいるわけでございますけ

れども、その必要性については十分に認識していただ

いたのではないかなというふうに思っております。そ

の件に関する現在の取り組みの状況について、お伺い

をしたいと思います。 

 この２点でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英敏君）  ブロードバン

ドに関するご質問にお答えいたします。 

 現在、５月申し込み受け付け、７月から利用開始に

向けて取り組んでいるところでございまして、確かに

今回整備する地区、初めて光ファイバーが通るという

ことで、不慣れな方もいらっしゃる地区が多いかなと

いうふうには感じております。 

 その申し込み等に並行して、地区での説明会なり勉
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強会など行いまして、いわゆるインターネットのよさ

を伝えるとか、また機械はそんなに難しくないんです

よというところもＰＲしながら、せっかく引いた光フ

ァイバーですので、ご利用していただくように取り組

んでいきたいというふうに考えております。 

 ラジオの難聴につきましては、ＮＨＫ盛岡放送局と

相談いたしまして、皆さんに広報でも難聴地区につき

ましてはチラシでもってその対応についてお知らせし

ているところですし、折を見て、そういった周知をし

ていきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  ただいまのラジオの難聴地域の解

消ということなんですけれども、現にこの話をしても、

久慈の市内におられる方は余りピンと来ていないんで

すよね。聞こえるのが当たり前、聞こえているという

ようなことで、農作業なんかでもラジオを聞きながら

農作業をしている方は非常に多いですね。 

 そういう意味では、町場の方から見れば、ラジオの

難聴、これは大したことじゃないんじゃないかなとい

うふうに思われるかもしれませんけれども、現に大し

たことがないんじゃないかな、そして今やっている

「くじなのだ」という、例の木曜日の８時から９時ま

で１時間というやつ、そういうラジオ放送もやってい

るということで、いろいろ宣伝しているんですが、現

実に難聴地域には何も聞こえないわけですよね。聞こ

うとしても聞こえないというような状況で、こういう

状況の中で、難聴地域をなおざりにして、次々といろ

いろなことを取り組んでいくと、その分ずつ難聴地域

が全部おくれていくわけですよね。 

 ですから、やはりこれはそういうものをセットにし

たような形での難聴地域の解消というものは、これは

本腰を入れてやっていかないと、そういう情報格差と

いうものもますます大きなものになっていくと思うん

ですが、これについてのもう一度、再度、今度は部長

さんのほうからご答弁をいただきたい。 

○委員長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  お話のとおり、ラジ

オの難聴は、震災時だけでなく、通常も仕事をしなが

らできるとか、あるいは屋内にかかわらず屋外でも聞

けるというような利点もございます。 

 そういう部分で、先ほど課長からも話がありました

ように、昨年度、ＮＨＫ放送局と共同で調査をしまし

たが、実はＮＨＫのほうはやはり電波の強さの調査で

ありましたので、実際には地形とか、あるいは電柱、

電線の状況とかで、やはり難聴地域が簡単には把握で

きないということで、もう一回、強さだけではなくて、

実際の聴こえる部分についても詳細に調査をしながら、

そして機会あるごとにＮＨＫ盛岡放送局などを通じて、

難聴対策について要望してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  43ページの今の髙屋敷さんのあれに

関連するわけですけれども、夢ネット事業が市と村が

合併したときに各戸の軒先まで引っ張るんだと、それ

で情報の過疎はつくらないと、なかなかいい名言で市

民に周知してきたわけですが、それが合併から10年目

を迎えるに当たってようやくこれにちょっと近づいた

なという感じなんですけれども、そこで携帯電話の不

感地域解消という部分については、今までの取り組み

で大分解消されてきているんですけれども、その中で

まだまだ携帯電話が思うように使えないというような

ところがあるわけでございますが、そういったところ

はどのように把握して、どのように今後取り組んでい

く予定に考えているか、お尋ねいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英敏君）  ただいまのご

質問についてでございますけれども、今年度、実施し

ておりますブロードバンド基盤整備事業におきまして、

光のほうを申し込んでいただきますと、自宅内ではあ

りますけれども、携帯会社からの機器を取りつけるこ

とで、自宅内は携帯電話が使えるようになると。その

機器につきましても、携帯電話会社のほうでは無償で

もって機器の取りつけをするというふうに伺っており

ますので、広域な範囲での解消というのはなかなか難

しいところではありますけれども、小さな部分から、

解消できるところから解消していきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  自宅の中での使用は可能だというよ

うに、聞き間違いかわからないけれども、車とかそう

いうので移動する際の広範囲にわたって、私は携帯電
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話の不感地帯を解消してもらいたいという意味での取

り組みを聞かせてもらいたいという質問をしたつもり

なんですけれども、それをやっぱり今後具体的にぜひ

取り組んでいただきたい。 

 というのは、これからの時代は、携帯電話がどこへ

行っても使えるという社会の基盤整備というものが、

いろんな面において重要だというふうに思います。こ

ういうところが立ちおくれているがゆえに、過疎化に

拍車がかかっていく 大の原因が私はあると思います

ので、ぜひ広範囲にわたる携帯電話の不感の解消に向

けては、ぜひ市が負担をするなりなんなりで取り組む

のも多少は必要でしょうけれども、基本は私はＮＴＴ

だと思うんです。 

 ＮＴＴは、電電公社の国有財産を名義を変えただけ

で、膨大な利益を上げている。それで、今の通信の整

備に使っていくんだという意味で、従来の固定電話の

債権は将来的には紙くずになる、ゼロになるというよ

うなのを、学識経験者の第三者の諮問機関を設けて、

そういう答申をさせて、そういう方向になってきた。 

 だから、今、昔の固定電話を廃止しますよというこ

とになったら、前は３万円だったけど、今だったらゼ

ロになっているかもしれません。国民の財産の何兆円

という金をＮＴＴが返さないということは、泥棒に等

しいじゃないかという声があるぐらいなんです。 

 ですから、それをどうするんだということを山形村

時代に村長に質問したら、通信網の整備に使わせてい

くから、お返しすることはできないんだという、本当

に確認をした答弁なのかどうか、それは定かじゃない

が、そういう答弁を返したぐらいですから、ＮＴＴに

対して、本来であればＮＴＴが全域に携帯電話不感地

域を解消する義務と責任が私はあると思うんですけれ

ども、そんなことを言ってもなかなか、はい、わかり

ましたということにはならんでしょうから、せっかく

ブロードバンド体制の整備ができたわけですから、こ

こはやっぱりＮＴＴのほうに対しても強力に働きかけ

をして、 低でも久慈市内の範囲はどこへ行っても携

帯電話が使えるんだというような状況の実現に向けて、

取り組みを頑張っていただきたいと思いますが、その

考え方を、ちょっと感想を聞かせてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  携帯電話の不感地域

につきましては、先ほど課長が説明したように、今回

のブロードバンド基盤整備事業の関係で、家の中のエ

リアとか、あるいは屋外でもある程度の限られた区域

でのＷｉ癩ｆｉ受信といいますか、そういう形での解

消にはつながりますが、いわゆる砂川委員おっしゃっ

ているのは多分久慈渓流などの広範囲的な部分だと思

います。 

 そういう部分については、やはりどうしても業者の

営業的な部分もありますので、なかなか難しい部分も

あろうかと思いますが、せっかくブロードバンド基盤

整備事業を通じまして、いろいろ業者とも信頼関係を

築くことができましたので、引き続き粘り強く業者等

にやはりお願い、要望等を機会あるたびにしていかな

ければならないと思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  何点かお聞かせください。 

 一つは、職員採用の問題で、９名採用予定というこ

とで、これが確実に確保されるのかどうか。実は、何

年か前、採用を予定したおったけども、民間のほうに

行かれてしまって、不補充という経過もあったわけで、

確実に確保できるのかどうかというのをが第一点。 

 それから、保育士の採用で、新年度、確実に確保で

きるのかどうか。実は、保育士の場合、半数以上が臨

時職員という対応になっていると思うんですね、残念

ながら。そういう中で、保育士の採用が確実なのかど

うか、とりあえず教えてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  採用予定の９名につきま

しては、今、予定どおり採用見込みでございます。 

 保育士につきましても、退職分について、現状です

が、増ということはなかなか難しいんですが、その体

制で進めていくということでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  保育士の問題で言えば、いわゆる

以前にも指摘したんですが、１カ月間の雇用の中断が

あるでしょう。そうすると、11カ月、再任用されるに

しても１カ月の空白があるということになりますわね。

そういう点で、なかなかやっぱり働くほうとすればき

ついということ。 

 一方では、保育士とすれば、その１カ月間、何だか

のさらに手当をして、臨時職員の手当をして、子供の
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保育に当たるわけでしょう。そういう点から言えば、

雇用の中断をしなくても、それはいいということは既

に昨年でしたか、厚労省、政府の方針でも明記をされ

ているということからすれば、ぜひ久慈市としてもそ

れに踏み出すべきではないかというふうに思うんです

が、改めてお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  保育士に限らず、今、臨

時職員は１カ月の雇用中断があるんですけれども、そ

れについては、今、委員がおっしゃったとおりに通知

等が出てございます。それらの部分等をあわせまして、

まず中断の期間とか、そういう部分については今検討

を進めたいということです。何分、財源等も絡んでく

るところもございます。社会保険料とか、そういうと

ころもございますので、それらをあわせて検討を進め

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  いわゆる財源の問題で言えば、保

育士の問題で言えば、１カ月間休んでいただく、子供

らを保育士が欠けた中で保育するわけじゃないでしょ

う。手当するわけでしょう。そうすれば、財源で言え

ば、置きかえるだけなんですよ、保育士に限って言え

ば。一般は違うかもわからないけどもね。そういう点

では、鋭意検討をするということですから、ぜひ検討

して、いい結果を出していただきたいと思います。 

 次に、先ほど来出ている移住・定住促進事業、これ

いろんな補助制度を紹介されたとおりです。これを使

う場合に、住宅リフォームとかの他の制度も併用でき

るのかどうか、いかがですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  向川交流促進課長。 

○交流促進課長（向川智之君）  ただいまのご質問で

ございますが、他の制度と併用できるのかということ

でございますが、ただいま考えているのは、移住者に

対しての制度ということでございますので、併用につ

いては今のところできないものと考えてございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  移住者というか転入者、久慈にお

いでになるような人を対象ということでしょう、今の

やつは。そうすると、転入してきた、そして久慈市に

住所を置くということになって、そしてさらにリフ

ォームしたいと、住宅リフォームというのがあるそう

だと、10万円使いたいということはだめだということ

になりますか。 

○委員長（桑田鉄男君）  向川交流促進課長。 

○交流促進課長（向川智之君）  現在、行っている住

宅リフォーム事業との併用ということでよろしいでし

ょうか。 

 今、空き家バンクに登録していただいて、空き家バ

ンクに対して改修費、リフォーム代に対して補助をす

るということでございますので、ただいまの住宅リフ

ォーム事業との併用については、大変申しわけござい

ませんが、ちょっと協議する時間をいただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ぜひ、内部で協議してください。 

 次に、47ページ、防犯灯設置・維持管理経費補助、

これは市長の方針演述でも拡充を図るというくだりが

あったと思うんですが、その内容についてお知らせく

ださい。第１点。 

 それから、同じページの納付環境整備事業費、いわ

ゆる納税をコンビニ等でも支払いできるようにするこ

とですよね。そこで、これにかかわって、実は先般の

議会報告会を大川目会場でやった際に、住民票なんか

の交付を今どきコンビニなんかでも可能ではないかと

いう話もお聞きしました。 

 そこで、実際問題として、コンビニ等で税金の納付

は今度始めるわけだけれども、そういう住民票等の交

付を受ける、そういうことも、経費の問題もあるでし

ょうが、可能性はどうなんですか、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまご質問いた

だきました防犯灯の補助内容、拡充についてでござい

ます。 

 今現在、防犯灯の灯具につきましては、ＬＥＤの場

合は４分の３補助、あと水銀灯については３分の２の

補助をしてございます。それで、今後、27年度から補

助費の考え方についてでございますが、電気料につい

て補助費を３分の２から４分の３に改めまして、さら

に４分の３の考え方でございますが、４月から３月の

１年間分の４分の３とはせずに、４月から12月分まで

９カ月を全額補助するということで、実質的な４分の

３補助とあわせまして、これまで皆さんから要望の強

かった申請の簡素化を図ろうと考えてございます。 
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 今まで、12月分を確定した段階と、あと３月までと

２回、申請いただいておりましたが、２度の手間を皆

さんにおかけしているということで、その辺につきま

して改めてほしいという要望も強かったことでござい

ますので、いずれ４月から12月分、９カ月分を全額補

助させていただいて、内容的に９カ月分を補助するこ

とによって４分の３補助するということで、内容、あ

と補助率ともに拡充させていただきたいというもので

ございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  コンビニ等での住民票

と諸証明の交付ができないかというふうなご質問だっ

たと思いますけども、現時点では、マイナンバー制度

が今年度10月から開始になるわけですけども、それら

とあわせて検討していきたいと。 

 といいますのは、単純に何もなくて、諸証明を交

付・発行できません。何かしらの自分を証明するもの

がなければできませんというふうなことで、現在であ

れば住基カードなわけですけども、今年度、10月１日

よりマイナンバーの通知がありまして、来年の１月以

降の運用というふうなことになりますので、それとあ

わせて、それが可能かどうかというふうなものを検討

してまいりたいと思いますので、ご理解願います。 

○委員長（桑田鉄男君）  ここで、小野寺委員への答

弁の訂正がございますので、発言をいただきます。久

慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  先ほどの採用人数のとこ

ろですが、給与費明細で９人ということでお願いして

いるんですが、この中身は８人が一般職の採用で、１

人についてはシティマネジャーということで、今、地

方創生の人材支援ということで、常勤の方をお願いし

ようとしたんですが、ちょっとそこの部分が常勤は難

しいということで、今、非常勤ということで、詳しく

はまたこれが終了した後、副市長のほうから会派代表

者協議会のほうに説明したいと思いますが、そういう

ことで一般職の職員については８人で、今、採用予定

ということです。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  コンビニにかかわって答弁いただ

きました。マイナンバーの導入との関係で検討してみ

たいということですが、実際問題として、例えばもし

それが可能になったとしても、設備投資といいますか、

投資が必要になるわけですよね。大体どれぐらい必要

というふうに見ていますか。 

○委員長（桑田鉄男君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  概算でございますけど

も、初期投資で久慈市の規模ですと5,000万ぐらい、

それから毎年のランニングコストで1,000万ぐらいは

かかるものじゃないかなと試算しているところでござ

います。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  数点、第１点は、給与費、職員手当、

給料等をそれぞれ予算化しているわけですが、いわゆ

る超過勤務もその中に入っているわけですよね。予算

計上の上では、超過勤務は例えば職員１人当たりで何

時間というふうに計算になっているんでしょうか、お

聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  超過勤務手当の予算計上

の考え方ですが、時間で細かく積算はしておりません

が、給料総額の４％ということで計上しております。

あとは、まずできるだけ効率化を図って仕事をしてい

って、また実績等でまた補正をお願いしたりすること

になるかと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  さっきもちょっとやりたい部分をさ

かのぼりできないかなと思って、遠慮した部分がある

の。そこは議事進行上、きちっとめり張りをつけて、

いい質問なんだけども、その質問はいいんだけども、

よろしくお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  給与費明細で聞いているんじゃない

んですよ。職員手当、計上しているでしょう。その中

で４％だというのはわかりました。 

 そこで、いわゆる超過勤務というのは、職員の健康

との関係で非常に重要な課題だと思うんですよね。聞

いてみますと、市職員でも月100時間を超えるという

方もいらっしゃるというふうに聞くんですが、100時

間を超えているのはどの程度いらっしゃるのか、お聞

かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈総務課長。 
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○総務課長（久慈清悦君）  今、超過勤務についての

ご質問でございますが、大体100時間を超える職員が

月に５人から10人ぐらいのところだと思います。今、

特に平成23年の東日本大震災を受けての復興業務に取

り組んでいるところで、土木課とか消防、林業水産等

のところはかなり忙しい職務で、職員体制としても増

員してはいるんですけれども、１人２人という増員で、

なかなか職員には本当に大変な業務になっております。 

 対策といたしましては、60時間を３月超えた場合と

か100時間勤務の場合には、嘱託医のヒアリングとい

うか相談等を受けたり、あと岩手医大にお願いしまし

て、健康面、精神面のチェックリスト等をお願いして

おります。 

 まず、今、復興期間を何とか限られた職員で乗り切

って、職員の中で何とか効率的にやりたいとは思って

おりますが、やはりそういう現業部門に負担がかかっ

ているところが現実でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  いずれ適切な対応が必要だと思うん

ですが、そこで例えば残業について月45時間に制限す

ると、これ大臣告示で出ているんですね、既に。国は

なかなか法制化しませんけども、少なくとも市として

は条例化しながら、やっぱり45時間というのはいわゆ

る目途といいますか、たしか目途だと思うんですよ。 

 そういった点で、月45時間についてどのような認識

を持っておられるのか、大臣告示があることはご存じ

かと思うんですが、これをどう市としては位置づけて

いるのか。ここが一つの職員の健康を考えたときのバ

ロメーターの一つの位置づけだというふうに捉えてい

るのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。 

 もう一つ、公共施設防災機能強化事業費、これは43

ページの財産管理費にございますが、6,129万、これ

お聞きしますと、市庁舎の耐震化の予算だというふう

に伺っていますが、市民課の前のあたりが大体終わっ

たんですけど、この予算で市庁舎全体の耐震化が終わ

るのかどうか。 

 まさに、私はここに今いるわけですけども、今の時

点で震度６、震度７が急になったときに、この庁舎は

もたないわけですから、そういった意味では、少なく

とも市長をはじめ、あるいは議員の皆さんを含め、市

の市政執行にかかわる部隊が全滅する可能性も当然出

てくるわけですけども、そういった点で市庁舎の耐震

化の促進というのは極めて大事なことだと思うんです

が、その点、この予算で市の庁舎の耐震化が終了にな

るのか。 

 それから、今、議会棟はアスベスト対策で工事をや

っていますが、議会棟の耐震化も終了するのかどうか

をお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  今、委員さんからお話が

ありました月45時間の超勤時間ということで、大体１

日２時間ぐらいずつ22日間超勤すれば、大体それぐら

いの時間になるかと思います。その時間、大臣告示に

もあったということでございますが、ワークライフバ

ランスというか、そういう観点からいけば、それぐら

いの時間で、あと家族サービスなり、いろいろな部分

でやっていく部分では適当な時間かと思います。 

 ただし、先ほども申し上げましたが、今、復興期間

ですので、27年度、そして28年度までかかるかと思い

ますが、その辺を見据えながら、縮減とか効率化をま

た進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  公共施設防災機能強化事

業費といたしまして、6,129万円の予算計上をお願い

しておりますが、これは実は26年度で１億7,000万何

がしかの全体の事業費を一旦計上したところでござい

ますが、ちょっと工事の進捗の都合がございまして、

26年度中に終わらないということで、現在まだ契約し

ていない部分を27年度に再度計上をお願いしたもので

ございます。総額とすれば、昨年度計上した額と同額

というふうに考えております。 

 この予算をもって全て終わるかというご質問なんで

すが、そのとおりでございます。27年度に、この予算

をもって完了したいと思っておりました。27年度、予

定している内容といたしますと、３階の部分の屋上部

分の軽量化を図る必要があるということで、アスベス

トの話もございましたが、そういった工事も伴いなが

ら、ちょっと時間的には結構きつい部分もあるかと思

いますが、いずれ３階の廊下の北側の部分が、そうい

った軽量化が必要な構造となっておりますので、そこ

を行うための予算ということでございます。 

 それから、議場改修といいますか、議場のほうを今
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年度実施しておりますが、いろいろとご迷惑をおかけ

しておりますが、繰越明許の中でもお願いしたとおり、

ちょっと年度内に完成できない。今のところ５月中ぐ

らいまでの期間を要して、何とか完了させたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ありがとうございます。ぜひこの庁

舎管理、耐震化は必要ですので、完成するということ

ですから非常にいいことだというふうに思います。 

 あと超過勤務については、45時間についてはそうい

う認識をしているということですから、この復興期間

中についても確かに大変な時期ですけども、先ほどお

話あったように、岩手医大とか、さまざまなところに

ご協力を得ながら、職員の健康管理に万全を期した形

での仕事をしていただくということをしっかりやって

いただきたいと思いますが、再度お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  職員の超過勤務にかかわっ

てのご質問にお答えいたします。 

 担当課のほうからは、総務のほうからですが、毎月

超過勤務100時間を超える者等についてのデータを把

握しております。そのときに、必要がある場合には、

原課の担当課長を私のところに呼びまして、事情等を

ヒアリング、あるいは聴き取りをしております。 

 それらも含めまして、先ほど課長のほうからも申し

上げたとおり、専門の産業医の先生方等からのご指導

もいただきながら、また一月ごとにきちっと実績を見

ながら、各課長等には職員の健康管理に十分注意する

ようにということでやっております。 

 超過勤務もなかなか減らすことができない、そうい

う状況でございますけども、一生懸命に取り組んでま

いりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  43ページのブロードバンド基盤整備

事業費等にかかわってお尋ねしたいんですが、お尋ね

というよりも実情をちょっとお話したいんですが、も

う高速通信網が整備されまして、携帯も使えるってい

うふうなことだと思うんですが、ＮＴＴ関連のケーブ

ル、これらに倒木なり枝がひっかかったりとか事故が

った場合、地域からいろいろ要望なり、見て連絡等が

あるんですが、それで連絡するわけですが、東北電力

が素早く来て対応するのに対して、携帯等があるから、

あるいはまたもう今ネットもあるしとかっていうふう

なことなのかもしれませんが、非常にせっかく連絡し

て、そういう事故等で内容等を説明して連絡しても、

対応が時間がかかったり緩慢だっていうケースが非常

に多いというふうなことで、ぜひ機会があったらその

点等について、そういう地域からの声があったという

ことをお話していただければというふうに思います。 

 それから、45ページの中段、これは交通安全対策特

別交付金があるんですが、これが予算的には345万数

千円なんですけども、これひもつきだと思うんですが、

この中段の対策費の中でどこに。ひもつきで、ここか

なっていうふうに思ったんですが、違うということ。

後でご説明いただきたいと思います。 

 それから、45ページの防犯灯の関係でちょっとお聞

きしたいんですが、今、防犯灯なり街路灯なり避難誘

導灯なり、これらの設置についてソーラー灯、それか

らＬＥＤ灯っていいますか、個別の電球、電灯ってい

うふうな大きく分けて２種類あるんですが、この関係

でソーラー灯を１基つくる、それから防犯灯等を個別

に支柱を立てて設置する場合、どれぐらい経費がかか

るのかちょっとお尋ねしたいと思います。１基当たり

のです。 

○委員長（桑田鉄男君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英敏君）  ＮＴＴの線へ

の倒木などにより線が切れた際のＮＴＴの対応につき

まして、対応が東北電力と比べて遅いというご指摘、

お話でございましたが、機会をとらえまして、ＮＴＴ

にはその旨お話をして、適切な対応をしていただくよ

うお願いしたいというふうに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  交通安全対策交付金

の充当先でございますが、２款の交通安全対策費では

ございませんで、８款の道路新設改良費のほうに交通

安全施設整備事業費500万がございます。そちらのほ

うに充当になるものでございますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまご質問あり

ました防犯灯ＬＥＤ、あるいはソーラー灯を立てた場

合の事業費ということでございますが、概略でござい
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ますが、ソーラー灯は大体１灯80万円程度ということ

になってございます。それに、ソーラー灯であれば10

年ぐらいに１回はバッテリーも交換しなきゃならない

ということで、設置費も維持費もかかるようでござい

ます。 

 それで、ＬＥＤ灯につきましては、約８万円で設置

できるというふうに理解しております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  25年度の事業の報告等の中にもある

んですが、例えば津波なんかの避難誘導灯とかそうい

うのは、災害等で停電したり、場所によってはもう電

線がそこに行っていない場所ですから、ぜひ単独のメ

ガソーラーのソーラー灯が有効だと思いますし、機能

的にもいいと思うんですが、街なかのいわゆる安全安

心の照明施設の設置、こういうたぐいとか、それから

避難誘導灯以外のいわゆる防犯灯の役割、効果、そう

いうたぐいの設置。先ほど言ったように電線がすぐそ

こまで引っ張られていて設置、照明できる場所に、こ

の１棟80万円でバッテリーの交換も必要だと。 

 いわゆるソーラーの耐用年数っていうのは多分20年

だと思うんですが、その間にバッテリーも交換しなけ

ればならないということで、何やかんやって１棟、20

年間、維持費から何かからっていえば100万円という

ことだと思うんですが、もう電線があるような場所、

すぐそばにソーラー灯なんかをつけるっていうのは、

非常に費用対効果から考えれば非常に無駄が多いと。

そういうふうな気がするんですよ。そういう場所に設

置しているのが見受けられますんで、海岸端とか誘導

灯以外の分で。ですから、そういう部分については、

やっぱり費用対効果等を計算して設置したらどうなの

かなというふうなことを感じましたので、ちょっとお

聞きしました。 

 それからもう一つ、今、三陸沿岸道路が通って、そ

の道路、それから市道と交わるところにボックスカル

バートが入っています。そこに通学路が結構あるんで

す、主要なる通学路。そこへの防犯灯の設置の部分で、

私らも三陸国道のほうにも要望しているんですが、道

路は市道なんですが、ボックスカルバートの財産の関

係、それら等のことがどうなっているのかなというこ

とと、その設置の関係について、もう周りの環境が変

わって、通学のために防犯灯等が必要な場所っていう

のもあるわけですが、そういう設置の場合、市の設置

と国交省の設置、その考え方等について今までどうや

ってきてるのか。今までもあったと思うんですが、久

慈道路なんかでもあったと思うんですが、その辺ちょ

っと教えていただければいいと思うんですが。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  ただいまの三陸沿岸道路

の整備に伴って、市道との交差部にボックスカルバー

トなどでまず立体交差させているわけですけども、そ

の施設の管理と防犯灯の関係でございます。 

 まず、交差部のボックスカルバート構造物の所有管

理は、三陸沿岸道路の整備者であります国の財産とな

ります。市のほうは、その空間を管理するというふう

な協議になっております。 

 そうすると、例えば防犯灯に絡んでの空間の管理は、

基本的には市のほうが設置者になるとは思いますが、

設置する際、工事の際の関連で、何とか設置について

は国のほうで設置していただけないでしょうかという

ことで、要望をしているところでございます。設置後

の管理は、市が管理していくっていうことになろうか

と思っておりますが、なかなか国のほうでも、歩行者

の数とか、どの程度必要性があるのかということで、

なかなか設置についても厳しい協議をしているところ

でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  先ほど申しましたように、避難誘導

灯とか離れたところのソーラー灯はいいと思うんです

が、電線がすぐ近くにあったり市街地だったり、そう

いうたぐいの場所のソーラー灯の設置っていうのは、

やっぱり10倍以上も設置費がかかって、電気料を積算

しても維持費を積算しても、どんなに考えても、もう

単独のＬＥＤ灯のほうが10分の1とかそういうたぐい

の費用だというふうなことで、今後やっぱり検討をす

べきだと思うんですが、その点ちょっと。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ソーラー灯の設置する場合

には、東北電力から寄附をいただくとかいろんな補助

事業等を導入したり、いろんなケースがございます。

そうした中で設置しているわけでございますが、今、

委員さんからご指摘いただいたように、この維持管理

費、それらについても考えながら、どのような設置の

仕方が将来にわたって経済的にできるのか、その辺も
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含めまして今後、検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  山口委員。 

○山口健一委員  49ページの市議会議員の選挙にかか

わってですが、今、期日前投票が大分、市民に定着し

てきまして、やり方について、申請の仕方についても

大分簡素化されて、よくなってきたんですが、以前に

も私、質問したことあるんですが、入場券の中に申請

書を一緒に裏につけて、それで期日前投票できるって

いう制度を使ってやっている自治体もかなりふえてい

ます。これについて、市のほうで以前、検討するとい

うことだったんですが、その辺について、どのように

考えているのかお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈選挙管理委員会事務局

長。 

○選管事務局長（久慈清悦君）  期日前投票のときに、

入場券を持ってきていただいて今、投票をしているん

ですが、今はかなり持ってきていただければ、名前を

書くだけというか、それで済むような形で、かなり簡

便化を図っております。 

 それで今進めておりますが、期日前投票の全員に配

ってしまうと、混乱等も生じるっていう可能性もござ

いますので、その辺を勘案しながら、前の答弁と同じ

になるかもしれませんが、勘案しながらどれが一番や

りやすいかとか、他市の状況等を見ながら対応したい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  39ページの産休、病休の人数をお

知らせを願いたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  すみません。休職と病休

の状況でよろしいですか。 

 今、休職、病休が６名。これは２月27日時点でござ

います。それから産休、今、育休の状況の職員が12名

でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  産休と育休ということで今、育休

のほうが多いということですが、ぜひこの方々につい

ては健やかな子育てをして、久慈市の未来をしょって

立ってもらいたいなと思っております。 

 あとこの６名の方、一般質問でもお話をしましたけ

ども、大変忙しい時期、先ほども月に100時間を超え

て仕事をしている方が５人から10人いるっていうこと

であります。この中には、一般質問でも話しましたけ

ども、いずれ皆さん忙しいっていう副市長の答弁でし

た。私も、だれも暇で休んでいるとは思っておりませ

んが、いずれこの大変忙しいとき、そしてなおかつ忙

しい部同士をまた一緒にして、もしかすれば、この５

人、10人がもっとふえると、100時間を超えていくと、

今６人の休んでいる方々プラスまたふえる可能性があ

るのかなと思っております。 

 ぜひ体には十分留意をしてもらって、当然ですが仕

事をしてもらいたいとは思いますけれども、いずれこ

ういう過剰な勤務体制になることだけは、そちらにい

る管理者の方々は当然わかると思いますが、その考え

方について答えをお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  病休者があるということで、

私どもも職員については健康で勤務していただきたい。

当然のことでございまして、また職員も健康管理には

個人それぞれが気をつけてやるというのが責務なわけ

でございます。 

 それらを含めまして、前回の一般質問でもご答弁申

し上げましたが、部を統合して実働部隊を何とかふや

したいんだというそういう流れで、全体の職員の枠そ

のものはどうしてもふやせる、そういう状況にないわ

けでございまして、それらを工夫しながら何とか災害

からの復旧・復興を何とかなし遂げていきたいという

ように考えているところでございまして、今後とも職

員の健康管理には留意してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  市議会議員の選挙にかかわってです。 

 今回、選挙管理委員会では、７月19日告示、26日投

票という日程が決まりました。私、８月２日かなと、

投票日が、そんな思いもしてたんですけども、この期

日が決まる際の、結論が出るまでの過程としての合議

に至るわけですが、この合議に至ったいろんな議論が

あったと思うんですが、その辺を若干披瀝していただ

ければと思いますが、委員長いかがですが。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈選挙管理委員会事務局
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長。 

○選管事務局長（久慈清悦君）  すみません。私のほ

うからでよろしいですか。 

 いろいろ８月６日が任期ということで、前の週か、

その前の前の週、30日以内に選挙は行うということで、

その２日でいろいろ議論したんですけれども、まず８

月になると、余りにも短く、選挙が終わってから次の

任期が短いということもありまして、その前の前の週

ということで委員会、委員の皆さんと協議しまして、

委員会で決定いただいたところです。 

 市長選挙等につきましても、大体そのような形で今

まで決めてる例が多かったこともありまして、そのよ

うな形で決めさせていただきましたんで、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私は別に異論はないんですけれども、

ただ津波被災前の４月の統一選挙の段階では、大体、

県議選が第１週の投票日と、第２週だったかな。市議

会議員が第４週ということで、大体４月29日あたりが

任期だったんです。そして、その前の週の、前の日曜

日というのが大体通例だったんだけれども、今回は日

曜日を１回挟むという、２日に日曜日を挟むというこ

とで、これがいわば定例化するのかなという思いがあ

って、考え方を聞いているわけです。 

 二戸を見ると、７月31日の任期で、26日が投票日か

な。そんなところもあったようなので、その辺の基本

的な考え方は、これで行くんだというふうなことであ

ればそれで結構ですが、答えがあれば。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈選挙管理委員会事務局

長。 

○選管事務局長（久慈清悦君）  今回は、震災により

まして、知事、県議選と市議会議員選挙も延びて、知

事と県議会議員につきましては、９月10日が任期とな

っておりまして、市議会議員が８月６日ということで

今、１カ月ぐらいの差があります。 

 前は統一地方選だったために、市長についても例え

ば任期が終わった後に選挙になったり、それは統一地

方選で全国を見ながらの多分日程だったと思います。

今回、市議会議員選挙は、前の前の日曜日ということ

で決定いたしましたが、それについては今まで市長選

挙等やったときの結果というか、そういう経緯で決め

ましたが、もしいろいろ議員の皆様等がもっと近いほ

うがいいとか意見がございましたら、今回のでずっと

決めていくという内容のものでもございませんので、

いろいろご意見を聞きながら、任期の30日前までは柔

軟にできるところでございますので、皆様からもご意

見を伺いながら、いいときに実施してまいりたいと思

います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は午後３時30分と

いたします。 

    午後３時15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30分   再開   

○委員長（桑田鉄男君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 審査を継続します。 

 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）  52ページをお開き願いま

す。 

 ３款民生費１項社会福祉費でありますが、１目社会

福祉総務費は、14億1,519万3,000円を計上、前年度と

比較して9,758万9,000円、6.5％の減でありますが、

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。新規事業として、生活困窮者への相談支援、住

宅費の給付等各種支援を行う生活困窮者自立支援事業

費682万8,000円を計上。 

 54ページをお開き願います。 

 ２目老人福祉費は11億7,791万7,000円を計上、前年

度と比較して8,245万3,000円、7.5％の増であります

が、主に久慈広域連合介護保険負担金の増によるもの

であります。 

 56ページをお開き願います。 

 ３目国民年金費は813万2,000円を計上、４目災害救

助費は8,413万1,000円を計上、前年度と比較して

4,310万円、33.9％の減でありますが、主に、被災者

住宅再建支援事業費補助金の減によるものであります。

社会福祉費は合わせて26億8,537万3,000円を計上いた

しました。 

 ２項児童福祉費でありますが、１目児童福祉総務費

は２億5,649万5,000円を計上、前年度と比較して

4,333万9,000円、14.5％の減でありますが、主に子育
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て世帯臨時特例給付金給付事業費の減によるものであ

ります。新規事業として、結婚支援推進事業費28万円、

民間団体が実施する結婚支援事業に対する補助として、

結婚支援推進事業費補助金40万円を計上。 

 58ページをお開き願います。 

 ２目児童福祉運営費は19億4,571万1,000円を計上、

３目児童福祉施設費は１億5,429万8,000円を計上、前

年度と比較して1,959万1,000円、11.3％の減でありま

すが、主に職員給与費の減によるものであります。児

童福祉費は、合わせて23億5,650万4,000円を計上いた

しました。３項生活保護費でありますが、１目生活保

護総務費は4,198万7,000円を計上。 

 60ページをお開き願います。 

 ２目扶助費は６億2,280万円を計上、生活保護費は

合わせて６億6,478万7,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員  55ページのこの社会福祉協議会の支

出にかかわってお伺いしますが、もう10年ぐらい前に

なりますか、その社会福祉協議会の会長の報酬の問題

でいろいろ議論したことがありまして、当時１カ月、

ほとんど報酬がなかったのを10万円にしたというよう

なことで、大騒ぎになったことがありますが、その経

過、現状とまた、その会長が社会保険にも入ってるん

じゃないかというような話もありますが、その辺の確

認をお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  社会福祉協議会につ

いてご質問がありました。 

 今、委員ご指摘のとおり、かなり前になりますか、

会長さんが就任した際の、いわゆる報酬等でございま

すが、平成25年度の役員報酬でまずお話をしますと、

会長さんが95万5,700円、それから副会長さんが２人

で９万6,000円、監事評議委員会出席報酬等で役員の

分は全部157万5,700円の支出と、平成25年度でなって

おります。 

 今、委員ご指摘の件でございます。久慈市社会福祉

協議会は、社会福祉法人でございます。手前どものほ

うでも計画的に実地監査といいますか、保育所等と同

様に実地監査等を進めているところでございますし、

その中で、役員等の報酬、費用弁償等の規定におきま

して、会長、副会長の報酬等につきましては、日額や

出席回数等の規定を見直すようにというような形で指

摘等もさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

    〔発言する者あり〕 

○社会福祉課長（長内寿一君）  社会保険については、

ちょっと今、手前どもでは承知してないところでござ

います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今、審議中に確認したいわけですが、

10分もあれば確認できるかと思いますが、よろしくお

願いします。 

 ということで、指摘をしたということで、指摘に対

してどのようなことになってるのかお伺いしたいと思

います。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  この指摘につきまし

ては、期間を定めて回答をいただくことになっており

ますので、これにつきましては、まだ回答が来ていな

いというような状況でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  模範となるべき団体が、なかなか回

答も遅いなというのはちょっとまずいわけですが、ぜ

ひこの福祉事務所からも役員も行ってるわけですから、

指摘なり、指導あるいは内部を改善する努力をさらに

してほしいわけですが、そういう意味も込めながら、

大分、役員の支出をしてるということですが、私には

当時、もう大分前の答弁では、市からの補助金等は全

く手をつけないことで報酬をという話もありましたが、

そういうことも考えながら、現在、基金等あるかと思

いますが、内部留保の金はどれくらいなってるか、お

伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  平成25年度末、26年

３月31日ベースでお答えをしますが、福祉基金積立金

が２億5,128万8,000円ほどでございまして、前年度と

比べまして98万7,000円ほど増加しております。 

 それから、財政調整基金の積立預金でございますが、

こちらは6,870万1,689円ほどで、こちらも増加をして

いるという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  ２億5,000万円ぐらいとか6,000万円、
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結構あるわけですが、これはどういう目的でどれくら

いあればいいのか、大体どういう指導をしているか、

お伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  社協さんの福祉基金

でございますが、これは地域福祉活動、ボランティア

活動の振興を図ることを目的としておりまして、基金

から生じます利息を、ボランティアの事業、福祉教育

事業等に活用しているところでございます。 

 平成25年度の実績でございますが、助成総額が47万

2,000円ほどで７団体に交付しておりますし、平成26

年度につきましては、６団体に36万円ほどを助成して

いるという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  今、社会福祉協議会の質問がありま

したが、27年度予算で福祉協議会のほうに補助金委託

金が出されておると思うんですが、この金額と事業数

がどういうふうなのがあるか、それからここにある専

門員設置とか、管理指導とかいろいろあるんですが、

事業数等についてお尋ねいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  社協のほうに市のほ

うから委託している事業あるいは補助金等でございま

すが、まず平成25年度の決算で申し上げますが、久慈

市から社協さんに受託している事業数は10件、5,911

万8,000円ほどでございます。 

 今、委員のほうからご指摘がありました高齢化対策

指導員設置事業委託料あるいは地域包括支援センター

事業委託料、子育て家庭地域支援委託料等、全部で10

本でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  先ほど、この基金の話も出されまし

たが、２億数千万円あるというふうな話なんですが、

今、増田レポートなんかでも地方が消滅するというふ

うな、大変危機的な時期なわけであります。で、基金

の中身を見ますと、先ほど言いましたように、その利

子を運用して福祉ボランティアなり、あるいはあと少

しポイントがあるようなんですが、そういうふうなこ

とでありまして、大事なことでありますけれども、今

のこれから先行き10年、15年の人口減少なり、地域の

ことを考えますと、今こそこの基金等を有効に活用し

て、そして有効なる手だてをしっかりと行うことが、

極めてこの基金の価値ある使い方になるのかなという

ふうに、こういうふうに思いますけれども、お考えを

お聞きしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  この福祉基金を活用すべき

だというご質問でございますが、この福祉基金は市民

の皆さんから社会福祉協議会が目的を持って拠出いた

だいて、それを積み立ててきた基金でありまして、こ

れについて市がどうこうという話にはならないだろう

と思っております。これは、やはり福祉協議会できち

んと評議委員会あるいは理事会等で議論の上、どのよ

うに活用するかということになろうかと思います。 

 今、課長のほうから利子の運用ということで福祉ボ

ランティア等に使っているということでございまして、

やはり市民の皆さんからいただいた貴重なお金である

という、そういう観点から言えば、簡単に基金を取り

崩して活用するということに関しては、なかなかに難

しいものがあるのではないかというように、率直に考

えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  61ページの健康増進事業なんです

けども、概要の中で記者会見資料で癩癩 

○委員長（桑田鉄男君）  そこは４款でないかな。 

○下川原光昭委員  すいません。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  何点かお聞かせください。 

 第１点目は、53ページ、新しい事業だということで

説明あったんですけど、生活困窮者自立支援事業費

682万8,000円ですが、この事業の中身、具体的にどう

いった形で事業が展開されるのか、まずお聞かせくだ

さい。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  ただいまの質問にお

答えをいたします。 

 これは、生活困窮者自立支援事業でございますが、

委員ご指摘のとおり、平成27年４月１日からスタート

する事業となります。いわゆる生活保護に至る前の段

階の自立支援策を強化するため、生活困窮者に対しま

して、自立相談支援事業の実施あるいは住居確保給付
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金の支給、その他支援を行うものでございます。 

 本事業のまず対象者でございますが、経済的に困窮

し、 低限度の生活を維持することができなくなるお

それの者ということになっております。 

 この事業の概要でございますが、先ほども申し上げ

ましたが、自立相談支援事業、これは、就労その他の

自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成

等を実施するものでございます。 

 また、離職等によりまして、住居を失った方々に対

しましての生活困窮者に対しまして、家賃相当の住居

確保給付金の支給という二つの事業が必須事業となっ

ております。 

 これら事業の実施形態でございますが、直営でやる

自治体あるいは委託をしてもいいということになって

おりますので、委託をする自治体があります。当市に

おきましては、内部でさまざま検討協議をした結果、

委託をする方向で今検討中でございます。 

 ちなみに、県内14市町村のうち、直営でやるところ

は滝沢市だけということで、あとの13市は委託の方向

で進めているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  いわゆる生活保護の手前の人たち、

一歩手前の人たちの指導だということですが、委託と

いいますと、委託先というのはどこなのか。で、私、

いわゆる生活保護そのものは、いわゆる権利ですよね。

受ける権利を持ってますよね、法律的には。ところが、

なかなか行くと、これまではそうですけども、申請書

は出さないとか、いろいろやってきた経緯があって、

このごろは申請書はすぐ出すんですけども、対応の仕

方としてやはり、生活保護法というのは権利法なんで

すよ。そこをきちっと押さえないと、施しじゃないん

ですよね、決してこれは。そこをきちっととらまえて

対応してもらわないと困るんですが、自立支援法とい

うことが事業が出てきて、私は、生活保護、本当は受

けたいんだけども、受けさせないような指導とか、そ

ういったことをするんじゃなくて、やっぱりきちんと

実際、そういう人に寄りそって、ちゃんとやれるよう

な体制が必要と思うんです。私は、委託より直営のほ

うがいいと思うんですよ。なぜというのは、福祉事務

所で生活保護の事務やってるわけではしょう。そこで

やっぱり密接な関係があったとすれば、委託っていう

のちょっと滝沢市は直営でというふうになってますけ

ども、どうなのか。現在の委託先はどこを検討してる

のかお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  ただいまの質問にお

答えしたいと思います。 

 委託先はどこかという質問でございますが、現在検

討中でございますが、久慈市社会福祉協議会を念頭に

置いております。県内の状況ばかり言って申しわけな

いんですが、いずれ、委託先は県内どこも今は社協と

いうことで展開をしてるようでございます。 

 それから、前段でありました生活保護の権利云々等

というところでございますが、これは、委員おっしゃ

るとおりでございます。生活保護の受給については、

誰でも等しく受ける権利があります。それを入り口の

段階で狭めるような行為は厳に慎まなければなりませ

んし、申請書については、丁寧に相談を聞きながら配

付している状況にございますので、その点につきまし

ては、これまでどおり、懇切丁寧な面接等、対応して

まいりたいと思っておりますので、ご理解のほうよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  社会福祉協議会委託ということで

682万8,000円のこれは、人件費何人分でしょうか。一

人分ですか、二人分ですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  本事業でございます

が、自立相談支援事業の体制でございますが、国の示

している基準がございまして、主任相談支援員を１名

置く、それから相談支援員、就労支援員は兼務でもい

いので置くということになっておりますので、この２

名分を想定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  わかりました。次に行きます。 

 ふれあいサロン事業補助金が146万8,000円、55ペー

ジに計上されておりますが、これも各地域で月１回程

度といいますか、行われているようですけども、この

箇所数、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  ふれあいサロン事業

でございますが、25年度の実績で92カ所で展開をして
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おります。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  私もまだ行ったことはないんですが、

行った方の様子を聞くと、非常に、例えば午前中10時

から12時までというふうに、今、設定してるところも

ありますし、非常に地域の公民館使ったり、いろんな

とこを使ってやってるんですけども、非常にいい事業

だと思いますので、これは大いに広げてほしいという

ふうに思います。 

 次に、57ページです。 

 放課後児童健全育成事業費で4,016万円の予算計上

になっておりますが、ずっと、学童保育の久慈市学童

保育連合協議会という会があって、毎年市長に予算要

望をしてきているようでありますが、一定といいます

か、市の助成によって、各施設は完成をしております

が、やっぱりふえているんですね、子供たちが。まさ

に、これが必要だというふうに思うんですけども、例

えば、久慈小学校が対応している、みつばちの家とい

うのが二つ、今あるわけですけども、第一、第二みつ

ばちがあるんですが、70名定員で、それも今度の入学

者の数が超えそうだということで、もう近い将来三つ

目が必要だというふうな状況も出てきてるんですが、

本当に必要性が、この学童保育の必要性といいますか、

重要になってきております。 

 そこで、予算要望の中で、いわゆる職員の地位保全

というか、地位向上のために、社会保険の事業主負担

について、委託料にぜひ計上してほしいという要望を

ずっと掲げてきてるんですが、聞くところによれば、

今度の予算にはまだ入ってないというふうな情報を得

てるんですけども、担当からはかなり予算計上、担当

から上げたというふうに聞いてんですが、市長査定な

り、どっかの査定で削られたりと聞くわけですけども、

ぜひこれは復活をして、安定的なまさに子供の生活を

守る放課後の児童、子供たちの暮らしと命を守る舞台

のとこですので、ぜひその辺の社会保険の事業主負担

については予算化をしていただきたいんですが、お聞

かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  これまでも議会や、

あるいは久慈市学童保育連絡協議会から継続して要望

いただいております、学童保育所の指導員の社会保険

料の財政支援の部分でございますが、本予算案には、

この部分の計上はございませんが、学童クラブの安定

した運営あるいはサービスの充実には、指導員の処遇

の改善・安定、これは非常に大事なものと考えており

ますので、引き続きの検討とさせていただきたいと思

いますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ぜひ、年度始まったら、来年４月か

ら始まるんですけども、いずれ、６月補正あるいは９

月補正もあるわけで、いずれこういった委託料として

委託契約を結んでるわけですから、ほとんど市の委託

契約は社会保険料が入ってるんですよね。学校給食も

そうだし、それからもぐらんぴあもそうだし、私が知

っている委託料、ほとんど全て社会保険料が予算化計

上されて委託されております。なぜここだけそうなの

かというのは、確かに、学童保育というのは昭和四十

何年かにできてるんですけど、かなり古いんですけど、

しかし、そもそも皆さんのつくり運動でやってきたも

んだから、 初は給料もないおばちゃんにお願いして

やって経緯があったんですね。今やっと、1988年に児

童福祉法に制度化されて、そしてやっと国からの補助

金と県と市と３分の１出てきて、そして委託というと

ころに来てるんです。これは、保育所と違って、保育

はもうずっと措置できてましたから、まさに児童福祉

法の中心をなすのは保育園ですよ。 

 ところが、この学童はお父さん、お母さんたちがつ

くってきたんです。そういった形で来たもんだから、

歴史的にはさまざまな学童に歴史があるわけですよ。

しかし、それでも必要だということで、今ここまで来

ました。 

 昨年10月に第49回の全国学童保育研究集会がありま

して、この久慈市からも、市からも応援をいただきま

して、バスを毎日２台、花巻に出していただきまして

応援いただきました。久慈地域からも150名を超える

人たちが、父母が参加しました。それで、全国からは

4,000名を超える人たちが花巻に結集したんです。今、

そこまで、この学童保育がなってきてんだということ

をぜひ認識をいただきながら、本当に、お父さん、お

母さんたちが子供の安全、そしてみずからが安心して

働くためにつくってきた施設ですので、ひとつそこを

お願いしたいというふうに思いますので、市長でもい
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いし、副市長でもいいし、それらの方向を示していた

だければありがたいなというふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  委員さん、今るるご説明ご

ざいましたこの学童保育に関しては、いろんな歴史と

いいますか、市としても当初は学童保育所そのものも、

今は学校施設の一角を使うとか、あと、学童保育所を

市で建設して対応しているというような形で大きく前

進させてきております。 

 今、委員さんからご指摘いただきました、この指導

員の社会保険料の事業主負担についての市の委託料へ

の計上ということでのお話でございます。これらにつ

いて、今まで少しずつではございますけども前進させ

てきておりますので、この社会保険料に関しても今後

の検討課題とさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  よろしくお願いしたいと思います。 

 去年のお盆前ですか、宇部にもできました。学校は

少ないですけど、しかし、それでも地域に必要だとい

うことで、お父さん、お母さんが立ち上がって、地元

の議員さんの力もいただきながらできました。 

 職員の皆様が頑張ってくれましたし、市長があそこ

に行って挨拶した中で、本当にすばらしいご挨拶いた

だきましたけども、本当に地域に必要なんだというこ

とが、なければならないんだということが真に伝わっ

てくるような状況がありましたし、そして、特にあそ

この施設は旧民家を借りまして、非常に管内にある学

童保育で一番の環境だというふうに思ってるんですけ

ども、まさに、そういった意味では、少人数の学童ク

ラブに対しても支援をしていただいてることに、これ

は本当に心から感謝申し上げたいと思います。ぜひ、

今、副市長から答弁ありましたように、ご検討いただ

いて、１日も早い実現方をお願いしたいというふうに

思います。 

 後に、議会でずっと結婚を応援しようということ

がありまして、今回新しい事業、そして結婚支援推進

事業費、１件３万円の支給とか、結婚支援推進事業補

助金40万円とかというふうな形で、まさに本当に、市

行政の中で、若い人たちの結婚を応援しようと、実現

させようということのやっぱり意気込みは出たと思う

んですけども、そういった意味で、本当にこれはなか

なか難しい問題ですけども、しかし、ここにはやっぱ

り出てきてほしいのは、高齢者といいますか、先輩の

方々の人生経験豊かな方々の力を発揮して、若い人た

ちの結びつきを強めていただくということへの応援だ

と思うんで、この点やっぱり、市としても、いろんな

形で今、結びつける会がありますが、パーティーでも

いいだろうし、いろんな形でこれ企画してほしいんで

すが、さらに必要な部分については補正計上も必要だ

と思いますけれども、市として新しい事業として、今

回予算計上する中ですから、ぜひ力は入れていただき

たいんですが、その決意をお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  新規事業としての結

婚支援事業でございますが、一般質問の答弁でも概要

のほうお答えをさせていただきましたが、縁結び支援

員を募集しての独身男女の結婚支援または結婚支援イ

ベント等を実施する民間団体等に対しての経費の一部

助成という内容で、予算計上提案をさせていただいて

おります。 

 昨年の10月には、久慈商工会議所の青年部のほうで、

市内で初めての結婚支援イベントを実施したところで

ございますが、この結果は７組の参加で、２組がカッ

プル成立というふうに伺っております。 

 予算では、このおせっかいさんを募集をしまして、

縁結び活動をしていただきまして、成功報酬をお支払

いするということですが、予算上は５組を目標として

おりますので、これを一つの目標として事業実施をし

てまいりたいと思います。 

 また、民間事業者等の結婚イベントの支援でござい

ますが、昨年の商工会議所青年部の実施は、いきいき

岩手支援財団のほうの助成事業として実施をされまし

たが、こちらは原則１回の助成という原則がございま

すので、こういった団体等が継続してイベントを実施

する際に、市の補助のほうを活用いただければと思っ

ているところでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  課長からは、今この事業費

補助金の内容等についてご説明申し上げました。 

 この人口減少対策にかかわって、市長から再三申し

述べております。当市にとっての 重要課題であると

いうことでございまして、議会からも再三、この結婚
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支援について取り組むべきだということでご提言いた

だいてきたわけでございますけども、なかなかにこう

いうプライベートにかかわる部分については、なかな

か事業化にまでしてなかったわけですけども、今回市

長の方針のもとに 重要課題としてさまざまな角度か

らとり得る対策について積極的にやっていくんだとい

う思いの中から、この結婚支援についても取り組んで

いくんだということでございまして、今後とも積極的

にいろんな角度から対策に取り組んでまいりたいと思

っております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  先ほど小倉委員の質

問で答弁保留をしていました、市社協の会長の社会保

険料の件でございます。 

 雇用保険等、社協のほうで負担をしているというふ

うに伺っております。 

    〔発言する者あり〕 

○社会福祉課長（長内寿一君）  雇用保険等というこ

とでございますので、社会保険料も入っているものと

思われます。 

○委員長（桑田鉄男君）  宮澤委員。 

○宮澤憲司委員  57ページになりますけれども、この

児童福祉事業費って4,166万2,000円計上されておりま

す。この事業内容についてお知らせをいただきたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  ただいまご質問いた

だきました児童福祉事業4,100万円ほどの事業費でご

ざいます。これは平成24年度から自立支援法及び児童

福祉法が改正されまして、18歳未満の障害児の通所支

援に係る給付事業が児童福祉法に一元化されました。

これまで自立支援給付費として障害のほうで支出して

いた給付費が障害児通所支援事業として、児童福祉法

に基づく給付となったものでございまして、具体的に

は、放課後等児童発達支援給付費、医療型児童発達支

援給付費等々となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  宮澤委員。 

○宮澤憲司委員  ちょっとこの項目からは外れるかも

しれませんけれども、市長の今年度の新規事業として、

待機児童解消のために３子以下の児童の入所料はゼロ

というふうなことになっておりますけれども、この第

３子というのの範囲、どこからなってるのか。戸籍上

なっているのか、そうじゃなくて、また、何歳未満か

らの３子ということになっておるのか。 

 それから、もう一つには、これは所得制限があるの

かないのか、その辺についてお知らせをいただきたい

と思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  保育料の世帯第３子

以降の内容でございますが、まず、児童、子供の数え

方でございますが、その世帯で18歳に達する以降、

初の３月31日ということで、学校の学年でいいますと、

高校卒業までの子供さんで数えるということでござい

ます。 

 そこで、第３子、３番目のお子さん以降は無料とい

うことでございます。 

 あと、これの所得制限等でございますが、これはな

いものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  57ページの、先ほど出た学童クラブ

と、それから保育所の関係についてちょっとお伺いし

たいと思いますけども、保育園の年長者ですか、もう

ほとんど、先週あたり卒園式が終わってると思うんで

すけども、小学校の入学式が４月の初めという形にな

ってるわけですけども、この卒園後の年長者の、ほと

んどの親が共働きという状況の中で、卒園して保育園

にも行けない、まだ学校に入学してないから学校にも

行けないって見る人がいないというようなことで困る

というような話を聞くわけですけども、これの手だて

が何かいい方法があるものかどうかお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  保育所、保育園を卒

園をされて小学校の入学までの期間ということで、そ

の間の保育でございますけども、これは３月末までは

各学童への通所をされているものと捉えております。 

 以上です。 

    〔「保育園」と呼ぶ者あり〕 

○子育て支援課長（大橋卓君）  大変失礼いたしまし

た。保育所の卒園式、これはそれぞれ何日というふう

に行われるわけですが、その３月末までは引き続き保

育所に通所をしているものでございます。 



－50－ 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  保育は全部そういう形でされてるの

か。それは恐らく、宇部保育園を見た場合は、先週の

土曜日に卒園式が終わってるわけですけども、では、

３月中は保育で見てもらえると。そういう今の答えで

すね。その後、その次は今度は学校の入学式までの間

が、一定の期間があるわけですよね。 

 ここは学童、小学校の学童のほうで見られないもの

かどうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  学童のほうの受け入

れの開始でございますが、３月末の入所式を行う学童

もございます。そういったことで、まず入学式までの

間といいますか、その年度がかわってもう４月から受

け入れている学童が多いものと捉えておりますが、こ

れが一律になされているかというところは、ちょっと

確認をしてございませんので、ご了承いただきたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  63ページになります。環境衛生費、

環境保全対策事業癩癩。 

    〔発言する者あり〕 

○梶谷武由委員  失礼しました。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それでは、59ページの病児・病後児

童保育事業費の関連ですけど、これは924万5,000円と

いうのは、これは年間何人を想定されての予算なんで

しょうか。 

 それから、今あるところは一日３名しか見れないと

いうことなんですけど、これから先、やはり需要がそ

れなりにふえると思うんですよ。そうしますと、１人

当たりの看護婦さんだと思うんですけど、病気の関係

ですから、何名まで１人当たり見れるんだよというよ

うな規則というかあると思うんですけども、そこら辺

はわかってらっしゃいますでしょうか。教えていただ

きたいと思います。 

    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほどの大橋課長の答弁ですが、ち

ょっと久慈市連協あたりに電話して、実態聞いてから

きちっと答弁したほうがいいと思います。私の知る範

囲では、例えば４月５日の日曜日にみつばちの家は入

所式のようなんですが、４月１日からもう児童は入れ

てるようなんですね。そういった意味では、久慈市連

協としてはそういう方向でなってるように聞いていま

すので、ちゃんと確認した上できちんと答弁してもら

わないと、実態がちょっと今の答弁だと曖昧ですので、

入所式が大概は４月の第１日曜日なようです。そうす

ると、４月１日は子供が行くとこないです。そうする

と困るので、入所式前から入所者は決まってますから、

もう受け入れるということになってるようですので、

そこをちゃんと確かめた上で答弁をしていただけませ

んか。お願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  そのような受け入れ

がちょっと大方だろうという、ちょっと曖昧な答弁で

大変失礼をいたしました。ここは正確に調査をしたい

と思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  今おかげさまで、遠藤市長になって

から宇部には学童保育が昨年つくられましたけども、

学童保育がないときは、そういう事情というのがすご

くあったんですよね。そのお母さん方には言われたん

ですけども、学童保育のない地域もあるわけですよね。

そういうところは、今保育のほうは３月31までは見て

もらえるというような答弁ですけども、その入学式ま

での間が困るというような状況が、学童のないところ

は困るわけですよね。あるところは今確実な答弁があ

るようですけども、その辺も検討してもらえればと思

いますけども。 

○委員長（桑田鉄男君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  保育所卒園後の年度

初めの学童での受け入れでございますが、４月１日か

ら全学童保育所で受け入れを行っているということで

ございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員への答弁をお願い

します。大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  病児保育事業の職員

数と基準といいますか、そういった部分のご質問にお

答えをいたします。 

 病児対応型の事業でございますが、これは利用児童

おおむね10人に１人の看護師でございまして、あと保

育士もこれが配置が必要になっておりまして、おおむ
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ね３人に１人の保育士という基準になってございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  あと一つ、924万5,000円の内容です

けども。 

○委員長（桑田鉄男君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  病児対応型のほうで

ございますが、この実施主体が関上こどもクリニック

さんで約500万円でございます。それから体調不良時

対応型、これは門前保育園で実施しておりますが、こ

れが約430万円ほどとなっております。合わせて930万

円という内容でございます。 

 以上です。 

○小栁正人委員  具体的に何名の児童を想定されてい

るのかと、おのおの。そこをお知らせていただきたい

と思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  昨年開設しました病

児対応型の事業、関上クリニックでございますけども、

ここではまず当面は１名あるいは兄弟等の場合、２名、

３名ぐらいまでの想定で事業を開始してございます。 

 今後、利用状況等見まして、その事業の拡大といい

ますか、そういった部分を検討したいということを伺

ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  55ページのふれあいサロン事業補助

金についてお尋ねしたいんですが、月2,000円ですか、

大変貴重なお金をいただきまして、昔ながらのみみも

ちとかあずきばっととか高齢者がつくって、毎月集ま

って大変楽しくやっておりますが、その補助金申請で

私も手伝ったときがあるんですが、今もそうだと思う

んですが、３カ月分の開催月日とそれから参加人数な

り書いて申請をして、そして例えば４、５、６であれ

ば７月10日ぐらいまでに申請をして、6,000円の現金

支給とかというふうな感じだったと思うんですが、今

もそんな感じですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  この申請については、

なるべく簡便にという希望がございまして簡単な内容

となっておりまして、確か参加人数とか内容とかそう

いうものだけで申請を受けているという状況にあると

思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  大変簡素で申請もいいと思うんです

が、ただ何といいますか補助金の交付といいますか、

それが３カ月に１回、６カ月に１回にすれば年に２回

になるわけですが、市内の方はいいと思うんですが、

私どものようにやっぱり十数キロあってというふうな

ことになりますと、少額の補助金に結構手間暇かかる

という感じが若干するわけです。この補助金交付の仕

方をもう少し簡素化できないものかなというふうなこ

とを感じますが、いかがでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  ただいまのふれあい

サロンの補助金申請の事務手続の簡素化でございます。

これにつきましては市のほうからの補助、それに社協

の自主財源を加えて事業展開をしているところでござ

いますので、市の社会福祉協議会とも協議しながら、

なるべく利用者の方が簡単にといいますか負担かけな

いようなやり方について検討してまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  57ページの児童福祉費にかかわりま

すが、国では 近認定こども園というのを全国に整備

したいというような方針、内容ですが、なかなか進ん

でないという状況なわけですが、久慈市としては予算

にも見えてこないわけですが、どのように整備の方針

あるいは考え方を持っているのか、お伺いしたいと思

います。 

○委員長（桑田鉄男君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  27年４月からのいわ

ゆる子ども・子育て支援新制度におきましては、この

認定こども園の普及が一つの目玉となってございます。

当市におきましては、先日の一般質問答弁でもお答え

を申し上げましたとおり、待機児童はいない状況では

ございますが、中心部の保育所は定員を超えた受け入

れ等行っている状況等ございます。 

 今後、例えば０歳児等を預けたいという世帯がふえ

るという見込みも立てておりますので、こういったと

ころあるいは中心部の受け入れ状況等こういったとこ

ろの提供状況の確保につきましては、利用定員の増あ
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るいは施設整備あるいは新しい事業となりますけども、

家庭的保育等のこういった事業も出てまいりましたの

で、こういった選択肢の中から 善の方法というもの

を検討しまして提供量の確保を努めてまいりたいと考

えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  近市内で認定こども園をつくりた

いという人も出ているようですが、その辺の対応はど

うなっていますか。 

○委員長（桑田鉄男君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  認定こども園の件で

ございますが、平成28年度から久慈幼稚園が認定こど

も園に移行したい意向があります。 

 また、そのほかの認定こども園の整備でございます

が、先ほどの答弁の繰り返しになりますけども、市民

の皆様からいろいろご意見を伺いながら定員の増で対

応できるのか、あるいは施設整備がいいのか、ご意見

をお伺いをしながら今後検討してまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  60ページの中段になりま

す。４款衛生費１項保健衛生費でありますが、１目保

健衛生総務費は４億835万8,000円を計上、前年度と比

較して1,558万4,000円、3.7％の減でありますが、主

に久慈広域連合火葬負担金の減によるものであります。

新規事業として看護師を養成するための奨学金の貸し

付けとして看護師養成事業費96万円を計上、２目老人

保健費は5,799万5,000円を計上。 

 62ページをお開き願います。３目予防費は7,877万

7,000円を計上。前年度と比較して1,468万5,000円、

15.7％の減でありますが、主に子宮頸がんワクチン等

予防接種事業費の減によるものであります。 

 ４目環境衛生費は4,365万1,000円を計上。新規事業

として地球温暖化対策推進実施計画の策定のため、地

球温暖化防止対策推進事務費497万9,000円を計上。保

健衛生費は合わせて５億8,878万1,000円を計上いたし

ました。 

 ２項清掃費でありますが、１目清掃総務費は７億

3,711万2,000円を計上。前年度と比較して6,457万

8,000円、9.6％の増でありますが、主に久慈広域連合

じん芥処理負担金の増によるものであります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。木ノ下委

員。 

○木ノ下祐治委員  火葬場をつくる際に私どもの町内

会からの要望、北野町内会から要望が出されているわ

けですが、防雪柵は２基、完成はいたしました。信号

機のとこから本波方向に向かうあそこに側溝というの

かな、今は土側溝なわけですが、そこの道路側溝を直

してもらうということで、直してほしいということで、

町内会からそういうお話をしたわけですが、予算がか

なりの金額がかかるということで、そういう答弁がな

されているわけですが、その後どのようにする方向な

のか考え方をお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  ただいまのご質問でござ

います。北野地区の要望の件でございますが、土木課

のほうに大きくは３点要望いただいたと思っておりま

す。 

 １点目は防雪柵の設置、北野本波線とあわせて白前

５号線ですか、あわせて４カ所の要望をいただいてお

ります。そのほか今ご質問のありました北野本波線の

側溝設置と北野５号線の道路改良整備ということで要

望いただいたと思っておりますが、現在進めておりま

すのは防雪柵の設置を社会総合整備交付金によりまし

て進めているところでございます。 

 進捗状況は４カ所のうち今年度で３カ所整備いたし

ました。残り１カ所について27年度に整備、完成させ

たいというふうに考えております。残りの側溝設置と

改良整備につきましてでございますが、側溝整備につ

いては現在流末をする先の調査をしてるということで、

いずれ多額の事業費がかかるということで今検討続け

ているところでございます。 

 あわせて北野５号線につきましては、昨年度まで市

民協働道路維持補修事業によって、側溝の設置に取り

組んでいただきました。その後の対応についても今後

検討していきたいというふうに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  私どもの町内会からの要望で、そ

ういうことで火葬場は当然あのとおり完成して使用し

ているわけですよね。そういうことで私ども町内会は

どこへつくってもいずれにしては必要なものだという
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ことで協力はするということで、率先して協力してき

たわけですが、何しろ私どももお金がかかりますので、

それはもちろん時間がかかるだろうなとは当然思って

おりますので、今後ともぜひ 後まで約束を守ってい

ただきたいと。 

 約束という文書があるわけではありませんよ、当然。

そういうことは私も承知をしての話なんですが、と申

しますのは、あのときの私ども町内会からもう一つ本

当は本来であれば条件は出したはずなんですよね。そ

の当時の大川目の火葬場で働いておりました職員、従

業員といいますかな。その方たちを継続して使用して

ほしいという話をしてあったわけですが、ところがそ

のときの従業員の皆さんは誰も採用していただいてい

ないと。その場限りで切られているわけですよね。そ

ういう、いわゆるどこかのどこそこに、いわゆる経営

が変わったから私らに関係ないような、当局のそうい

う逃げのような言葉だったわけですが、これは元市長

がそういう答弁を私にしたと思うんですが。 

 そういうことは私はあってはならないと思ってんで

すよね。私は本当に非常に残念だったなと思うんです

よ。特にあのときの従業員は侍浜町の従業員でありま

した。誰１人採用されておりません。これが私どもの

絶対的な条件だったはずであります。こういうことが

あってよいものかどうかなと私は常々思っているんで

すよ。念を押しておきます。役所たるものが例え広域

とか云々かんぬんという、その違いはありましてでも、

２度とこういう約束を破るようなことがあっては、絶

対ならないと私は思っているんです。今だって私はそ

の思い、当時の約束を癩癩。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員に申し上げます。

火葬場の件は連合ですので。 

○木ノ下祐治委員  それは当然わかってますよ。それ

はわかっております。ただ、そういうことがございま

したので、火葬場の負担金にかかわってですので、い

ずれにしても、そういう約束事を２度と破るようなこ

とがあってはならないと考えておりますので、答弁を

お願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  火葬場については、地区の

皆さんのご協力をいただきまして建設すべきだという

ように考えておりまして、本当に感謝しております。 

 今木ノ下委員さんからは、約束をしたのを約束不履

行だというお話をいただきましたが、条件なのかそれ

とも要望なのかそれらにおいても対応が違うわけでご

ざいまして、今お話のあった従業員についても継続雇

用が条件だということであれば、それはまた対応が違

う話になるのかなと思っております。 

 ただ一般的に考えて、指定管理に事業といいますか

施設管理を指定管理として出す場合に、その従業員ま

で条件の中に入れて出すというのは、ないと思ってお

ります。それらが絶対的な条件だったのかどうかとい

うのについては、検証しなければお答えすることはで

きませんけども、市としては約束したことについては、

それは真摯に対応していくということに尽きる。それ

が市民の信頼を得るというものにつながっていくもの

だというように考えておりまして、今後とも真摯な気

持ちで行政運営に当たってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  63ページなんですけども、この環境

パトロール員設置経費なんですが、パトロールのみを

実施しているのか。それともまた車から降りて、例え

ば瓶とか空き缶等を収集しているのかどうなのかをお

聞きしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  環境パトロール員で

ございますが、ただいま10名委嘱してございまして、

そのパトロールとともに再発防止も兼ねることもござ

いますし、小さいものであれば拾ってきていただいて、

うちのほうに届けていただいて処分しているというの

もございます。 

 ただ、大きいのになりますと、１人ではなかなか処

理ができませんので、うちのほうにその旨報告いただ

いて、その後、処理しているということでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  ごみの投げ捨てとかというのは、久

喜の議会報告会のときにも住民の方から指摘がありま

して、道路脇に缶とか瓶とか大きいごみなんかも結構

見えるというご意見がありまして、だから果たしてこ

の10名の方がどのようなことをやってるのかなと不思

議に思ったもんだから質問をいたしたわけですけれど

も、今後におかれまして、小さい缶とか瓶なんかはで
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きるだけ集中して持ち帰ってほしいなということです

ので、ひとつご検討のほどよろしくお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまご要望いた

だきましたのにつきましては、検討してまいりたいと

思いますので、いずれ一番は不法投棄防止につながる

のを目的としてございますので、その辺も注意しなが

ら努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  先ほどは大変失礼しました。63ペー

ジになりますが、環境保全対策事業費のところですが、

２月末に県立大学の准教授の方が講演された中で、久

慈湾の水質が大船渡湾に続いて県内で２番目によくな

いという話がされた模様です。久慈湾のその水質改善

に向けた取り組みというのが必要になろうかと思うん

ですが、これはいわゆる河川からの汚れが流入してい

るものというふうに私は思うわけですけれども、湾口

防波堤が完成をすると、さらに海流の流れといいます

か、そういうのが閉鎖水域になれば悪くなるのではな

いかというふうに懸念されるわけです。 

 湾口防波堤が完成する前に、その汚れた水が流れ込

まないようなそういう取り組みが非常に大事ではない

かというふうに思うわけです。ここの環境保全にかか

わる対策というのをどのように考えているのか、よろ

しくお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいま久慈湾の久

慈港湾内の水質についてご質問いただきました。久慈

港湾内の水質につきましては岩手県が年５回、３カ所

の地点において水質調査を行ってございます。 

 それで過去５年間で基準を超えたのは１回あったと

いうふうに、基準を超えたと言いますのは水質汚濁の

代表指数でありますＣＯＤというのがございますが、

ＣＯＤ値が基準値を超えたのは過去１回、５年間であ

ったというふうに伺っておりますし、今議員おっしゃ

るとおりＣＯＤ値を上げる原因としまして窒素とかリ

ンが考えられるということでございます。それを原因

は特定してございませんが、河川の流れ込みもあるか

もしれませんが、そこはちょっと原因は特定できてお

りませんし、ただいまの久慈湾は開放性海域というこ

とでございまして、その窒素やリンについての排出基

準は定められていない、設けられていないということ

でございます。 

 なお、今後湾口防波堤が完成して閉鎖性海域になれ

ば、必然と排出数値が基準項目になることが予想され

ますことから、その完成に向けては基準、排出原因等

を突きとめながら検討してまいりたいと、このように

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  61ページの地域自殺対策緊急強化事

業、この取り組みの中身についてお知らせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  藤原保健推進課長。 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  自殺の取り組みに

ついてということでご質問をいただきました。新年度

の主な取り組みといたしましては、１次予防として心

の健康の大切さについて、広報、健康相談等で普及し

てまいりたいと考えております。 

 あと２次予防につきましては、相談できる場所の周

知を行いまして相談対応してまいります。また、鬱病、

困り事を早期に発見するためにスクリーニングを行い

まして、必要に応じ医療機関、関係機関等につなげて

まいります。 

 ３次予防としましては、自殺をされたご遺族の心の

ケアを行ってまいりたいと考えております。さらにそ

のほかに庁内の連絡会、管内のネットワーク会議等行

っておりますので、事例検討などをしながら情報共有

して支援者のスキルアップを図ってまいります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  この自殺に関しては、青森、岩手、

秋田がワースト３で全国で自殺が一番多い県だという

報道がかつてあったような気がします。その中で岩手

県が確か２番目ぐらいだったかなというような記憶が

するんですが、その岩手県の中で久慈市はトップクラ

スに高いほうじゃないかなという、ちまたの声があっ

たりしたんですが、実際問題とすれば久慈市はどこら

辺の位置に相当してるかお知らせいただけますか。 

○委員長（桑田鉄男君）  藤原保健推進課長。 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  現在の状況はどう

なのかというお話でございますが、私たちのところで

は平成13年ごろからやっぱり自殺率が高いということ

がございまして取り組みを進めてまいりました。 

 それで、今現在の状況でございますが、24年度の確
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定数値からとなりますけれども、久慈市では８人の方

が自殺で亡くなっております。人口10万人で見ますと

22.1ポイントとなっておりまして、全国は21ポイント、

岩手県は25.2となっており、全国より1.1ポイント高

く、岩手県全体よりは3.1ポイント低い数値となって

おりました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  この自殺の要因というのはいろいろ

あろうかと思うんですけども、日本全体でいくと確か

３万人ぐらいとかという報道もあったりするんですが、

この人口で比較すると中国に置きかえると10倍の人口

があるから、その10倍の数字が30万になりが相当する

ということになるわけなんですけども、ところが実際

は、中国はさらにもっと自殺が低いというのがこの

データに出てるわけなんですけど。 

 じゃあ、なぜ社会的にいろんな面で利便性が高まっ

てる先進国のうちにある日本が中国より自殺が高いの

かというのが問題だと思う。その中でこの東北３県が

も高いというのは、煎じ詰めていくならば、私は先

ほど木ノ下さんがおっしゃるようなところに行き着く

場合もあると思うんです。選択せざるを得ない選択を

選ばざるを得ない状況が社会の中に存在しているから

そこへ行ってしまうというのが、これは相当な危機感

を持って取り組んでいかなければならないというふう

に私は思うんです。 

 要するに、自殺者の原因を突き詰めていったとする

ならば、そこに行政というものの温かみがあったなら

というようなところにいくケースは、私はなきにしも

あらずと。先ほどの木ノ下さんの弁をお借りするなら

ば、突然制度が変わって採用しませんよ。その当事者

にとっては生活の困窮の たるものにつながるおそれ

がある。さあ困った、どうしようかと、精神的に追い

詰められる、経済的に追い詰められる。こういう状況

が直接関係がないから縦割り行政は知りませんよとい

うような状況が、まま、私はありよると思うんですね。 

 そういったものを法律的に見ていったとした場合は、

例えば政策の変換を伴って損害を生じた場合を補償し

ないでするということは、限りなく違法性を帯びると

いう 高裁の判例もあるぐらいですから。そういった

部分で見ても、この自殺対策というものの考え方は、

ただ単に単純に割り切って考えられない要素があるん

だということを認識の上で、この自殺対策強化事業に

取り組んでいく必要があろうかと思いますが、そうい

った視点で見た場合はどのような感想をお持ちか、お

聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  自殺対策にかかわって先ほ

どの例を出しまして、制度が変わってそれに基づいて

いろんなことが起きるんだというようなお話でござい

ます。それらもあろうかと思います。まずは相談でき

る、先ほど課長のほうから緊急強化事業の中身につい

ては、るる説明したところでございますが、まずはい

ろんなさまざまな要因でもってそういうことにつなが

っていくんだろうと思っております。 

 まずは、とにかく市として、行政として、相談でき

る、そういう体制づくりが大事だろうと。そして、こ

れについては、やはり専門家のアドバイスも必要だと、

そういうことでございまして、国・県、本当に連携し

た中で、この自殺対策に積極的に取り組んでまいりた

いと考えておるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  看護婦養成事業ですが、96万ですけ

ども、いずれ看護師さんが足りないということで大変

な状況なんですけども、今回新しく設置した理由の第

一は何ですか。あと何人対応ですか、これは。 

○委員長（桑田鉄男君）  藤原保健推進課長。 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  看護師養成事業に

ついての質問でございますが、なぜこのような事業を

始めようとしたかということでございますが、平成26

年７月における久慈医療圏の看護師数は人口10万人対

533人でありまして、全国と比較しても650人と大幅に

少ない状況にございます。 

 また、今後高齢化がますます進行するということが

考えられ、看護師の需要がさらに高まっているという

ふうなことが予想されておりますし、いろいろ施設等

からも不足の状況をお話をいただいたりしているとこ

ろです。 

 それで、２月末に市内の病院、診療所、施設等看護

師の充足状況について聞き取り調査を行ってみました

ところ、やはり不足であるというふうなことの数が大

体22名ぐらい今現在で募集をかけているというふうな

状況がございました。そのようなことから養成事業と
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いうふうなこと、奨学資金貸し付け事業というふうな

ことにしております。 

 以上です。 

    〔発言する者あり〕 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  初年度は１人とい

うことで考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  これは非常にいいことで、お医者さ

んの充足も必要なんですけど、しかしお医者さんだけ

では医療は成り立たないんですよ。やっぱり看護師が

いないと成り立たないので、いずれこれは今年度は１

人ということですが、ぜひこれをできるだけ数をふや

していただきたいと思います。これは強く要望してお

きたいと思います。 

 次に、久慈市衛生班連合の補助金にかかわってお伺

いしますが、これは土木のほうで草刈りの件もありま

すけども、私以前から堤防の草刈りを２回から３回に

してほしいということで、ずっと申し上げてきている

んですね。というのは、秋口 後10月近くに刈ると、

春非常に楽なんですよ、春１回目の草刈りが。ぜひお

祭りあたりが過ぎて、私の地域では実は11月の初めに

文化祭を開いているんですけども、その文化祭のため

に10月にお客さんのために草刈るわけですね。そうす

ると春非常に楽なんです。 

 そういった意味で、ぜひ費用もそんなにかかるわけ

じゃないんで、地域の方々が頑張ってやりますから、

これぜひ堤防の一帯を一斉に刈るというのは非常に大

事なんで、一部だけ刈って、一部刈らないでいると、

非常に久慈弁でめぐさいんですよね。そういう状況は

やっぱりせっかくやってる地域があるわけだから、や

ってるほうにあわせて、３回目の草刈りは来年度は実

現してほしいんですが、別に機械力が増してますので、

やりますのでお願いしたいと思います。 

 それから、これに関連するんですけど、これは土木

課長さんは裏方に見えるかと思いますが、ぜひ堤防の

のり面の安全策の面から、ぜひ土木事務所に要請をし

てほしいんですが、これも行ってきましたが、なかな

か堤防がやせて、滑らかじゃなくて急峻なんですよ。

がくっと下がって急になってますから、草刈りするの

に非常に危険な状況が存在しますので、この点につい

ては、これまでも何回も言ってきているかもしれませ

んが、なかなか実現しませんので、ぜひ堤防ののり面

の補修について、これは土木事務所にぜひ実現方をお

願いしたいんですが、その点まず２点お聞かせくださ

い。 

○委員長（桑田鉄男君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  草刈りの３回でござ

いますが、再三にわたりましてご質問、ご要望いただ

いておりまして、先月衛生班連合会の役員会、理事会

を開きまして、この件も議題にさせていただきました。

その際に出たのはやっぱり、やってもいい、できると

いう衛生班の長さんのところも理事さんのところもご

ざいましたし、大半はこの間も前にもご説明しており

ますとおり、高齢化によりなかなか２回でも大変だよ

というふうなのも再度言われてございます。 

 ただうちのほうといたしましては、できるところを

例えばやっていただいて、その班に対しまして何らか

の援助をできないかというのを検討してまいりたいと

思いますし、今後につきましてはいずれできるところ、

できないところは出てくるかもしれませんが、再三に

わたって検討はしてまいりたいと思います。時期を例

えば、ずらすのもどうなのかというのも今検討してご

ざいます。例えば、２回目をもうちょっとおそくした

らどうかと、そうすれば若干でも春に効果があるのか

なというところも踏まえまして検討してございますの

でご理解いただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  堤防ののり面にかかわっ

て、安全対策の観点から堤防の勾配が急になっている

ので、河川管理者のほうに要望してほしいというお話

承りましたので、以前にもそういうお話いただいてお

りましたが、また再度河川管理者のほうに要望してま

いりたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  課長から草刈りの分散という話があ

りますが、なぜ一斉にしてやるんですか、草刈りは。

一斉にやるからこそ全体がきれいに見えるでしょう。

それがあっちやって、こっちやらないと、そういう状

況、くしの歯が欠けたようなやり方ならやらないほう

がいいですよ。 

 高齢化という話をしますが、８月を過ぎて刈ったら、

お盆前に刈らないとしかられますよ、やっぱり。やっ

ぱりお盆が来るんですよ。実は草刈りする農家もそう

だけども、地域の文化とかさ、いろんな流れがあって
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刈る時期があるんですよ。今までやっぱりそういう時

期でやったわけですから、５月のあたりとそれから７

月の末と、そして、９月か10月刈ると、さっき言った

ように 終的には来春の草刈りが非常に楽だというふ

うになってくるんです。だからそういった意味では、

高齢化というのはどこもなってますよ。しかし若い者

もいますから、２回が３回になったってできないわけ

じゃない。 

 それから、この３回目、缶拾いをやってんですよ、

６時から。この日に合わせて刈りながら缶拾いやれば

両方できるわけですので、ぜひそこは高齢化と言いま

すけど、そんなことは大丈夫ですので、ぜひ地域では

やりますから、ぜひ考えていただきたいなというふう

に思っております。 

 それから、もう１点、滝沢課長さんから管理者は県

だからと言うけど、しかし天井は道路として借りてん

ですよね、久慈市が。天井、舗装がしょっちゅう壊わ

れますけど、のり面とか。だから、これは単純に県の

管理だから県でやるじゃなくて、やっぱり臨時的にで

も見ながらやっぱり上からこうやって直すということ

は、市も天端は市道として借りて使ってるわけですか

ら、のり面は知らないというのは、雨が降って流れて

いくんですよ、舗装から、側溝がないですから。そう

すると砂利もみんな流れちゃうんです。 

 そういった意味で言えば、市が実際使ってますから、

実際道路として。のり面もやっぱり補修するというこ

とについては、これは県と共同も必要だけども、市も

やっぱりきちんと天端を市道として借りて使ってる以

上、やっぱりそこのところは検討しなきゃならないと

思うんですが、お聞かせください。 

 次にもう一ついきます。予防関係です。課長います

からちょうどいいんですが、男女で予防と治療法が違

うということが今明確になってきているんですが、そ

の点がはっきりしてきてますので、そうしますと市の

予防も、男性と女性で違ってくるというふうに思うん

ですよ。例えば動脈硬化の場合、男性は割とそうじゃ

ないけど、女性が例えば64歳未満だとですね癩癩 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員にお願いをします。 

 本日の審査ですが、４款終了まで延長をしたいと思

います。 

○城内仲悦委員  そうですか、すみません。 

 それで、こうなってますよ。64歳未満の男女比で、

６対１で圧倒的に男性が心筋梗塞になるんだそうです。

ところが、例えば女性の方がチェーンスモーカーとい

うそうですが、これは絶え間なくたばこを吸う人、議

員の中にもいますけど、チェーンスモーカーの人が吸

うと、女性の心筋梗塞が急速に高まるというふうにな

っているんです。女性がなぜ６対１で普通だというか

と言うと、女性ホルモンにエストロゲンというのがあ

るそうです。このエストロゲンが強い抗酸化作用があ

って、血管を守っているというのがわかってきたそう

です。そうしますと、64歳未満のヘビースモーカー、

そこは指導できるわけです。そういった点、男性と女

性の違い、それからコレステロールの薬についてもな

っています。例えば、更年期以降日本の女性の高コレ

ステロールは、ほとんど発症の危険因子にならず、む

しろコレステロール値が低いほど脳卒中や発病が高ま

るというデータが出ているのです。そういった意味で、

例えば欧米では、男女比で男性が３、女性が１の割合

でコレステロールを飲んでいるのですが、日本人は男

性が３、女性が７の割合で癩癩 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員に申し上げます。

簡潔にお願いをします。 

○城内仲悦委員  こういうふうになっているそうです。

したがって、男女の違いによる予防の対応について、

2001年あたりから、はっきりなっているようで、天野

恵子さんという医学博士が外来も開いておりまして、

そういった点でやっぱり違いをきちんとあるんだとい

うことを踏まえた形での対応が、今後必要ではないか

というふうに思いますので、これについて、どの程度、

どういう認識を持っているのか。あるいは、今後研究

をしていこうとしているのか、それをお聞かせくださ

い。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  堤防の草刈りのお話ござい

ました。本当に市民の皆さんからご協力いただいて、

きれいな環境をつくっていただいております。本当に

感謝しております。先ほど課長のほうからも衛生班連

合会で、委員のご提言の内容についても議論の俎上に

上げて、いろいろ議論しているということでございま

すので、またきょうのご提言もいただきました。これ

らを含めて、関係団体等と議論しながら、どうあれば

いいのか。やはりできるところもあるでしょうし、ま

たできないような状況のところもあるでしょうから、
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そこのところは何とか意思統一が図れるように、市と

しても一緒になって考えていきたいと思います。 

 それから、64歳未満ですか。男女によっていろんな

状況があるんだというご披露ございました。これらに

ついても、国・県等から科学的な知見に基づいての健

康管理のあり方等が示されるものだというように考え

ておりますので、今後も情報収集に努めながら、市と

して住民の健康をどう守っていくのかということにつ

いて、一生懸命やっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  ３款では大変皆さんには失礼をい

たしました。61ページの健康増進のところですけれど

も、今まで健康推進ということだったと思いますが、

この増進の決意が多分ここに出ていると思いますけれ

ども、このことについてお聞かせをお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  藤原保健推進課長。 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  これは、健康増進

法という法律に基づきましての事業となっておりまし

て、市民の健康の保持増進を図るためのがん予防であ

ったり、生活習慣病の予防を目標としている事業でご

ざいます。健康寿命の延伸を図る事業というふうなこ

とになってございますので、議員さんおっしゃるとお

りの事業となっております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  ５時を過ぎておりますので、端的

にいきます。昨年、長野県に行政視察をしてきて、こ

こにそれが出ているはずだなと感じております。先ほ

ども自殺の対策もありました。いずれにしても、砂川

委員からほとんどのことがでましたけれども、いずれ

そういう当市であります。この老人の健康、生きがい、

あるいはこの自殺対策の中には成人の中に引きこもり

の方々も多分含まれて、鬱病等の対策も入っているか

と思います。いずれにしても、昨年の長野県の視察を

踏まえて、当久慈市がここから脱出し、先駆者となる

ように、ぜひ一生懸命取り組んでいただきたいなと思

っております。答えはいりません。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○委員長（桑田鉄男君）  この際、お諮りいたします。 

 本日の審査はここまでとし、以降は明日17日審査を

行うことにしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。あすの委員会は、

午前10時から開きます。本日は、これで散会いたしま

す。 

    午後５時07分   散会   
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