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  平成27年３月18日（水曜日）午前10時開議 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開議   

○委員長（桑田鉄男君）  ただいまから本日の予算特

別委員会を開きます。 

 欠席通告者は、藤島委員であります。 

 委員各位に重ねてお願いいたします。質疑の際は、

記載のページ及び項目等を示し、簡潔にお願いいたし

ます。 

 直ちに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号を議題といたし

ます。 

 ９款消防費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  86ページをお開き願いま

す。９款１項消防費でありますが、１目消防総務費は

６億4,304万7,000円を計上、前年度と比較して2,275

万3,000円、3.7％の増でありますが、主に久慈広域連

合消防負担金の増によるものであります。 

 ２目非常備消防費は8,916万8,000円を計上、３目消

防施設費は7,256万6,000円を計上、前年度と比較して

1,791万3,000円、19.8％の減でありますが、主に、仮

称まちなか交流館整備事業費、地域の元気臨時交付金

の減によるものであります。 

 ⒋目水防費は205万4,000円を計上、88ページになり

ます、５目災害対策費は１億6,518万2,000円を計上、

消防費は合わせて９億7,201万7,000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  ５目でありますが、予算特別委員会

の初日でも質問しておりますが、防災危機管理監の項

目が見当たらないということで、実は総務部長もどこ

にあるのか確認しなきゃなんなかったという状況なわ
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けですが、多分ここの災害対策費の中に含まれてるか

なと思っておりますが、この項には下のほうに空欄が

あるから、１行入れてもいいなという気がしますが、

入れなかった理由なり、移ったり、ここに移した理由、

そしてまた、これまでの成果について、この３点をお

伺いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  ただいまの質問に

お答えいたします。 

 防災危機管理監の項目を入れなかった理由について

ですが、これは、前は２款のほうに計上しておりまし

て、今回９款のほうに計上をし直したんですけども、

それで漏れがあったものです。申しわけございません

でした。災害対策費のほうに盛り込んだものでありま

す。 

 それで、成果でありますが、今現在、自主防災組織

の拡充とかしておりまして、そういったところに派遣

して、昨年、３自主防災組織を結成したところであり

ます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  私は、この２款から９款に移した理

由は何かと、そこがメーンで聞いてるわけです。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  実際の業務は消防

防災業務のほうで仕事をしておりますので、それで２

款から９款のほうに移したものでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  わかってる人でいいですが、何で

初に２款に置いたかというのを確認したいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  総務部、 初２款に置い

た理由はということですが、私よく承知してないので、

その点についてお答えはできませんが、９款防災危機

管理監でございますので、あとは消防業務、災害対策

業務をやる危機管理監でございますので、９款のほう

に今回計上をさせていただいた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  当然、９款に 初から置けばよかっ

たわけですが、実はどうも人を決めて場所を決めたん

じゃないかという話にもなってくる可能性があると。

今後、こういうことのないようにひとつ気をつけ、当

時の話ですよ。当時、そういう、去年の話ですが、当

時の、後ろのほうからも市長が決めたんでないかとい

う話もありますが、そういうあやふやな予算の盛りつ

け方でなく、防災危機管理監なら防災の担当のとこに

置けばいい話でありますので、こういうことのないよ

うに、ひとつ今後は気をつけていただきたいと思いま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  予算計上の仕方についてご

指摘いただきました。そういうふうな疑問といいます

か、そういうことを持たれないような、説明欄につい

てもわかりやすくしたいというよ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  87ページ、防火水槽施設整備事業に

ついてお伺いをいたします。この防火施設というのは、

戸数でなら何戸以上とか、キロ数でいくならば何キロ

以内とかいう決まりがあるのであればお知らせくださ

い。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  消防水利の基準で

うたわれておりまして、市街地または準市街地の場合

は100メートル以内に設置することとされております。

それ以外の、市街地、用途地域以外の場所であれば、

140メートル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）  砂川委員。 

○砂川利男委員  この基準に定められてる形の設置状

況として、久慈市内全体でいくならば、整備率として

は大体どれくらいですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  久慈市の基準数は

715カ所と想定しており、現在670カ所整備しておりま

す。充足率は93.7％となってございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  大方整備ができてるというような状

況なようですが、私は申し上げたいのが、 近は特に

人口が少なくなってきてる。それで、お年寄りが多く

なってきてる。しかしながら、そこには家が存在し、
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人も住んでると。それで、今度は、市内周辺部の山間

部のほうに行く、消防のポンプでもって水を吸い上げ

れるような状況にない河川が多くなってきてる。しか

し、火事ができたときは、応急処置としてシートを敷

いて水をためて、その水がたまるまでも時間が非常に

かかる。その間に火はどんどん燃えて、役に立たない

というような状況も場所によっては実在するわけなん

です。 

 ですから、そういったところを把握して、日ごろか

ら水をせきとめられるような箇所においてはせきとめ

る、あるいはそれがかなわないような状況のときは、

ため池みたいの掘るとか、そういう形での防災のあり

方というものを検討していくべきだと思いますが、そ

ういった部分の箇所等についてはどのような把握をさ

れてるかお尋ねします。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  消防水利の設置場

所等については、現在は消防団等から調査をして決定

してるような状況でありますが、そういった水利のな

いような場所については、ため池等、そういったとこ

ろも今後調査し、研究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  これは指摘でも何でもない。新たな

取り組みとして、ぜひ提案型で聞いていただきたいと

思うんですが、私も消防団員の端くれの一人でござい

まして、毎年、この春明けが防火点検をするわけなん

ですけども、１人世帯とか、あるいは煙突の具合いが

どうとか、毎年毎年同じことを調査に回るわね、１軒

ずつ巡ってね。 

 私は、そういうことも必要だと思うんですが、実際

に火事が起きたとき、救急車なり、消防車なりが、そ

この家に近づくことができるかどうかというような状

況を私どもは重点的に、これから実務的に対応できる

形の調査に切りかえるべきだと思うんです。消防車が

まともに入れないとこだってあるわけですから。消防

車もまともに入れないから、そういうとこはほっとく

ちゅうわけにもいかないと思うんです。 

 そういうところには、ポンプ運ぶなり、歩くなり何

かするという労力をするわけなんだけど、そうすると、

本来であるならば、車が近づくことができれば、初期

のぼや程度で鎮火させれる状況にあっても、丸々火災

になってしまうというような、そういう条件のところ

というのは私はあると思う。いろんなところ歩けば。

そういう部分での実態調査というような形に私はする

べきだということをご提言申し上げたいので、感想を

聞かせてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  救急車、消防車が

入れないというのは、防災上大変なことでありますの

で、この件に関しては調査してまいりたいと考えてお

ります。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  大変前向きなご答弁いただきまして、

ありがとうございます。 

 ついでにもう一言だけ申し上げれば、消防団とか、

そういう立場の人が市に対して勧告するとか何とか、

強制的な権限というものは、私はないのかもしれない

けども、そういう形からの行政に対する勧告的な意味

合いでの要望というものを繰り返すことにおいて、私

は国なり、県から、それに必要な金を出していただく

のに説得力が増すと思うんです。 

 幾ら市の当局の皆さん方がご苦労いただいて、何ら

かの予算を要望しても、なかなか容易にもらえるとき

ももらえないときもあると思うんですけども、そうい

ったとこに対する説得力の一つの方便としては、そう

いう専門機関が市に対してこうだこうだ、こういうと

ころは緊急に措置しなければなりませんよというよう

な、もっと強い意思表示をアピールするというような

形の取り組みをしていただきたい。これは答弁は要り

ません。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  お聞かせ願います。 

 先ほどあった防災危機管理監の問題です。確かに言

われたように、昨年の年度末に突如導入をされて、そ

の導入経過、さらには使命、役割等もなかなか不鮮明

ということで反対をした経緯があるわけですが、この

防災危機管理監、役所のあれからいえば、部長、課長、

係長、総括主査ですか、その管理監はどこに位置にな

りますか。それ第１点。 

 それから、防災危機管理監が状況に応じて、市に警

戒本部なり、対策本部なりが設置をされるわけですが、

その管理監がそういう会議に参加してんのか、できん
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のか、その辺どうですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  防災危機管理監が

警戒本部等に参加できるかどうかということにつきま

しては、現在のところは、消防防災課の中で情報収集、

あるいは災害等に対する対応等について、いろいろと

助言等してもらってるんですけれども、必要に応じて

警戒本部、対策本部等にも出席して、また対応してい

ただきたいというふうに考えております。 

 現在の危機管理監のポジションということについて

ですが、今のところは、その防災の指示していただけ

るということで、危機管理監ということで、係長の上、

課長の下というポジションのところで業務をしていた

だいております。 

○委員長（桑田鉄男君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  今防災課長からも答弁が

ございましたが、危機管理監は嘱託ということで、防

災とかについてのアドバイスとか、そういう部分を行

ったり、今答弁したように、警戒本部等にも、勤務時

間は６時間というか、29時間とちょっとという形でご

ざいますが、いろいろ参画いただいているところであ

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  防災危機管理監、名称から受ける

イメージとすれば、極めて重要な使命、役割を担って

るとは思うんですがね。それが、嘱託職員で、朝は一

般職員からも遅く出勤をして、帰りは早く帰るという

ので、果たして本当に対応できるのかどうか。しかも、

聞けば、情報収集と助言、その危機管理監の名にふさ

わしい使命、役割を果たしてるのかなという疑問を持

つわけですよね。何か同じ予算を投入して対策を講じ

るのであれば、もっと知恵を絞ってしかるべきではな

いかと思うんですが、いかがですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  防災危機管理監についての

ご質問をいただきました。その職務内容等が不明確と

いうようなご印象だということでございます。これに

ついては、どうあるべきか、今復興に向けて、今平成

27年度が一応の区切りということで、国等でも言われ

ております。そうした中で、この防災危機管理監につ

いて、どうあればいいのか、その辺も含めて、平成27

度中にある程度の方向性を出したいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今の答弁で了とします。 

 もう一つは、防災無線の問題で、市内の何カ所かで

なかなか聞こえないというような苦情が寄せられて、

行政としてもそれぞれ努力を重ねてきたと思うんです

が、今現在、例えば小久慈で言えば八日の一部で、な

かなかにまだ聞けないという状況、そのほかにもある

と思うんです。そういう点で、それの対応対策、何ら

かの形で措置すべきだと思うんですが、それについて

いかがですか、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  現在、難聴箇所は

久慈市全体で81カ所ほどございます。それは、防災行

政無線は明神岳と、あと畑田の山の上から飛ばしてる

んですけども、電波が入らないような場所、山間地に

なると山が起伏があるもんですから、どうしても届か

ないようなところがあるということで、来年度の予算

で、その難聴地域の場所を再度また調査しまして、ま

た再来年度あたり、その難聴地域の解消に向け、何カ

所か防災行政無線を設置していきたいというふうに考

えております。 

 また、その間、また聞こえない方もおりますので、

来年度においては、今電話で防災行政無線の音声を聞

くサービスをしてるんですが、それは現在、通話料が

かかるんですけれども、来年度、フリーダイヤル化に

ついて、今進めたいというふうに考えているところで

す。 

 そのほか、メール配信、ツイッター、フェイスブッ

ク配信とか、そういったものも現在進めておりまして、

これにつきましても周知徹底を図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）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それでは、86ページの消防施設費の

関係ですけど、おかげをもちまして、約1,200万程度

でまちなか交流館が整備されまして、12月に地域防災

センター秋葉館として指定されたわけですけども、そ

れから数カ月たつわけですけど、そろそろ天気もよく

なりますし、市街地の皆さんもここを活用したい、使

いたいなという意見もあるんですけど、明確な管理者、
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それから管理運営者というんですか、それが決まって

ないわけです。 

 仄聞するとこによると、いずれ指定管理者制度でや

るということですけど、今後のスケジュールといいま

すか、何月にぴちっとした形で指定管理者をスタート

させるという計画なのか、そこをお聞かせ願いたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  今、指定管理に向

けて市内部のほうで準備しておりまして、４月に公募

のほうをかけ、６月の議会で承認をいただいて、７月

から指定管理のほうに移行し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）  小栁委員。 

○小栁正人委員  あれでしょうか、４月の公募かける

までには、ある程度、備品に関しては、ほぼ100％近

く整備されるということでよろしいでしょうか。その

後徐々にということですか、お尋ねします。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  ４月、５月で備品

のほうはある程度終わらせたいというふうに考えてお

ります。秋葉館に関しては、地元からの要望があった

ものについてはほぼそろって、今月中に一部納入され

ますけども、ほぼ今月中で完了するというような運び

となっております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  今の聞いてましたんだけれども、実

はこの件につきましては、災害発生時は防災活動等の

利便性、そしてまた、使いやすさなどを考えてみます

と、もちろん指定管理者方式も私なりによいのではと

思いますが、５カ所完成している現在、各地区で説明

会などを実施しておりますが、その地区地区の運営方

法をどのように捉えているか、その１点をお聞かせく

ださい。 

 例えば自分たちでやるとか、それから指定管理方法

でやるとかというような、その１点だけお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  今５地区でいろい

ろと意見を聞いてるわけですけれども、現在、５地区

とも指定管理の方向で進むものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  大変いいことでありますんで、５地

区一緒になって指定管理方式にしてもらえればいいの

かなと思いますんで、その方向でお願いします。よろ

しくお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  87ページの消防団員報酬と活動費に

かかわりましてお聞かせいただきたいと思います。こ

こは、消防団の今の定員と充足率を先にお聞かせくだ

さい。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  今、消防団員の定

員は860名で、12月末現在828名の消防団員がおりまし

て、充足率は96.3％となっております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  ありがとうございます。これに合わ

せて予算立てもすると思うんですけれども、来年度

100％を目指すことは目指すんでしょうけども、その

辺、来年度はどの辺あたりまで充足率というのを考え

て予算立てをしてるのかお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  予算立てですが、

100％は目指したいというふうに考えております。ま

ず、消防団の活動は、その年々で結構災害があったり

とかありますので、もし不足等があれば補正等で対応

してまいりたいと考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  何かあったら補正ということですけ

ども、昨年に比べますと、報酬のほうで400万ほど、

活動費のほうで100万ほど、合計で500万ぐらい減った

予算になっております。実際に何が災害発生するかわ

からないので、補正ということも考えられますけれど

も、その辺は少し考えて、いろいろ消防団員の活動に

支障がない範囲で、100％の充足率を目指しながら考

えていただきたいと思います。お願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  来年度の報酬の減

は、昨年は操法大会がございまして、その分の、隔年

で500万程度毎年増減があるものでして、来年は操法

大会がないということで減となったものでございます。 
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○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  87ページの消防団活動に関してお尋

ねしたいと思いますが、３・11の大震災におきまして

犠牲になられた方々の任務の種類を見させていただき

ました。そういたしますと、水門閉鎖関係、あるいは

屯所に出動途中、それから住民の避難誘導、こういう

ふうな部分での犠牲者が多かったのかなというふうに

見させていただきましたが。水門閉鎖につきましては、

遠隔操作なり、自動開閉の水門等に改善をされてきて

おるわけでありますが、避難誘導、これに関する、こ

の震災以降にマニュアルの見直しなり、そういう部分

が行われているのかどうか、その辺についてお尋ねし

たいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  消防団の活動マニ

ュアルについては、震災後に見直しをしております。

これまで津波が発生しないような遠隔にある消防団等

につきましては、避難誘導に当たるような、そういっ

た改正をしております。 

 15分前ルール、津波到達予想時刻の15分前までは活

動できるというような、15分前ルールを震災以降改正

した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  ３・11の犠牲になられた消防団員、

岩手県と宮城県、福島県で合わせて254名と報告をさ

れております。その中で、任務について、ないしは任

務につく過程において犠牲になられた方が203名と、

こういうふうに言われております。いわゆる殉職、公

務災害扱いになったというのが203名、こういうこと

でありました。 

 私は、久慈市の消防団もそうなんですが、大分消防

団が高齢化して、もう50以上の人が７割とか、８割ぐ

らいになったのかなと。大変高齢になってもよく頑張

って、本当に地域のためにご貢献いただいているとい

うことで、犠牲になられた方々の大方も60代とか、そ

ういう方々が多かったのかなということで調べてみま

したところ、実はその203名の犠牲になられた方々の

６割の方々が30代と40代。200名のうち120名以上が20

代、30代の方々だったという結果が報告をされており

ます。 

 そういうことで、体力もあり、気力もあって、高齢

の方々を何とかしたいと、こういうふうな優しい気持

ちから、正義感にあふれた行動でもって、結果的に津

波の犠牲になったというふうなことではないかという

ふうに思いますが。そうした比較的経験が浅いといい

ますか、年齢の若い方々の犠牲、これらについて、実

態が結果的にそうなっているということでありますか

ら、そういう不測の事態に備えた心構えなり、犠牲に

ならないような指導等も必要かと思いますが、その点

についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  消防団の訓練につ

きましては、毎年６月15日に津波避難訓練に参加して

いただいておるわけなんですけども、そういった機会、

また、幹部会議等ございますので、そういったところ

で周知徹底を図ることや、また、いろいろな機会を捉

えて、そういった指導等をしてまいりたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  あわせて、その殉職なされた方々、

それに対する今回の３・11の津波補償の関係も、総枠

では交渉をされておりますが、120名の方々が男であ

りますと、これから社会を担う、しかも、家庭でも大

きな役割を果たす、子づくり、子育ての 中の極めて

大事な時期の方々であったわけでありますが、いろん

な年金とか、補償金とか、総枠の補償等は実は公表さ

れておりますが、そういう不測の事態といいますか、

犠牲になられた、大変お金がかかる、経済的にも大事

な時期のその方々の、そういうふうな事態になったと

きの補償の状況というのは、もしおわかりでしたらお

知らせいただきたい。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  消防団が公務災害

で亡くなられた場合は2,000万円の支給がございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  ３・11の場合は特殊な関係が、私が

見た感じでは、総枠からの割り算等でもっと手厚い補

償だったかなというふうに思いますが、私は、ボラン

ティアで報酬もない、そういう中で、30代の子供が小

さい、あるいはこれから高校、大学に子供を進めたい

とかというふうな家庭からすれば、大変2,000万とい

う数字というのは、十分たる数字ではないというふう

な気持ちでおります。 

 と申しますのは、この掛金なんかがどうなんだろう
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というふうなことを実は逆に考えるわけですが、実は

私ら、侍浜のまちづくり協議会で自治会保険というの

を掛けておるんですが、これ世帯で、スポーツ大会や

ら、あるいは共同作業、こういうふうな活動において、

もしも例えばお亡くなりになったとか、事故で亡くな

ったと、こういう場合に1,000万の補償がなされるこ

とになります。そうすれば、病死じゃなくて事故死で

の補償というのは、そんなに高い掛金でなくても補償

は手厚く、それからすれば手厚くできるのかなという

ふうなことも考えます。 

 私ら、死亡は今までないんですが、手指の切断とか、

そういうことで、実質傷害保険金の100万近い補償な

り、あるいは70、80の方が浜での共同作業での事故で

入院して、５日以上の5,000円の見舞金等も支払った、

実際に支払ったというケース等も考えれば、私はそん

なに高い掛金でなくても、もっともっと手厚い補償も

可能だというふうなことも考えますときに、もう少し

手厚い福利厚生のことを考えれば、消防団のなり手も

もっともっと充足率も高まるのではないかというふう

なことを考えます。今後、課題として、ぜひ団員の意

見等も踏まえながら、改善に向けた取り組みをいただ

きたいと思いますが、お考えをお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  この件に関しまし

ては、機会を捉えて要望等をしてまいりたいと思いま

す。考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  加えて、実は太平洋側海溝型地震、

これの今調査等を県でも行っているというふうなこと

でありますが、実はこの被災を免れる部分について、

青森県の報告書によりますと、いろいろな形態の災害

が予想されるというふうなことで、まず５分以内に避

難をするというのが一つのマニュアルだというふうな

ことで報告をされております。そうすれば、八戸にお

いて 大で２万人を超える犠牲があるのが、かなり軽

減をされると、こういうふうなことであります。 

 そういうことで、マニュアルの見直し、15分という

ことでありましたが、もっともっとこの見直しが必要

ではないかというふうなことを感じますが、その点に

ついてお尋ねしたい。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  市民に対する初動

の情報提供というのは非常に重要なものだと考えてお

ります。そこで、防災行政無線のほかにメール配信等

をして、多くの方に情報が届くようなシステムを今つ

くってるところであります。こういった対応をさらに

充実させて、初動で早い時間に避難できるような方法

をまた研究してまいりたいと考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  89ページの防災災害対策事業につい

てお尋ねしたいと思いますが、先般、太平洋側海溝型

地震に関する県のほうのお問い合わせによりますと、

12月の段階では現在調査中ということだったんですが、

３カ月たったわけでありますが、調査結果といいます

か、そういうことで、公表等の段階に入ってないか、

また、いつごろそれらが公表される見通し等、報告等

をいただいておるんであればお知らせいただきたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  現在のところ、そ

ういった報告等はないところでございます。今後の見

通しにつきましても、今のところまだ承知してないと

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  防災無線にかかわってお伺いします

が、実は政和会で10月に静岡県富士市に視察に参りま

して、その中で防災関係の総合研修をしたわけですが、

その中で防災無線なかなか聞きにくいというような話

題等もありまして、実は富士市ではＦＭラジオ、ＡＭ

ラジオを聞きながら防災無線も聞けるというラジオを

販売しますよということがありました。各メーカーに

安くつくってもらって、市民に安く売るという制度な

ようで、現在、３万人の市民に売ってるというような

状況でしたが、12月議会に質問しまして、検討したら

どうだということでしたが、検討するというような答

弁もありました。その後の経過についてお伺いしたい

と思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  その富士市の防災

ラジオについて調べたんですが、その方式が防災行政

無線のアナログ方式にのみ対応できるというシステム

になっておりまして、久慈市のデジタル式の防災行政



－124－ 

無線には対応できないということでありました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  調査はわかりました。それに対応で

きるような、そういう、富士市だから富士市のことだ

け調べればということじゃなくて、もっと広範囲に、

久慈に可能なそういうラジオが必要かなと思いますが、

その辺の検討はどうだったかなと、お聞きしたいと思

います。 

○委員長（桑田鉄男君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  実は神奈川県の茅

ヶ崎市で、防災行政無線とは別のシステムなんですが、

別の送信設備を新たに設備しなければならないんです

けれども、以前使われていたポケベルの電波の周波数

帯を使ってやるシステムがあるということはお聞きし

ております。約３億円ぐらいの経費がかかるというふ

うにお聞きしておりました。今後の研究課題にさせて

いただきたいと思いますが、現在のところ、先ほども

お話をしたとおり、メール配信とか、ツイッター、フ

ェイスブック、あるいは電話で音声確認できるシステ

ム等を活用して現在のところは進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  デジタルに変わったから、ＦＭ、Ａ

Ｍには対応できないというようなことの話なわけです

が、幾らか補充しながら、そういう可能性も追求する

なり、実はこの富士市では１台1,000円で売ってるわ

けですよね。メーカーに聞いた際には、メーカーに行

ってお願いし、安くつくってもらったと。さらに

1,000円で、市の援助もしながら、1,000円で売ってる

ということで、普通のラジオを聞きながら、そこにも

防災無線も入ってくるという非常にいい方法だなとい

うこともありまして、それについては、職員がかなり

努力してそこまでいったという話聞いてますので、今

後ひとついろいろな、多角的に研究しながら、いいそ

ういう無線なり、ラジオを聞けるような方法をとって

いただきたいと思いますが、考えをお伺いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  いろいろな通信システム

といいますか、受信システムを活用して、防災無線聞

けるような状況をつくってほしいというご要望でござ

いますが、これにつきましては、今、茅ヶ崎の例です

とか、富士市の例ですか、をいろいろ調べましたけど

も、そういう状況でございました。このほかにも、も

しかすれば、まだいい方法というのがあるかもしれな

いというふうに思いますので、今後とも研究をしてま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 10款教育費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  88ページ中段になります。

10款教育費１項教育総務費でありますが、１目教育委

員会会費は316万7,000円を計上、２目事務局費は１億

8,665万4,000円を計上、90ページをお開き願います、

３目教員住宅費は420万円を計上、４目教育職員研修

費は33万8,000円を計上、５目教育研究指導費は4,077

万7,000円を計上、新規事業として、小中学生に対し

て長期休暇を利用しての学習指導を行う経費として、

学びのサポート学習塾事業費16万円を計上、教育総務

費は合わせて２億3,513万6,000円を計上いたしました。 

 ２項小学校費でありますが、１目学校管理費は３億

2,352万1,000円を計上、前年度と比較して2,709万

8,000円、9.1％の増でありますが、主に学校維持補修

経費の増によるものであります。 

 92ページをお開き願います。２目教育振興費は

7,885万3,000円を計上、小学校費は合わせて⒋億237

万4,000円を計上いたしました。 

 ３項中学校費でありますが、１目学校管理費は１億

6,278万4,000円を計上、前年度と比較して3,702万

2,000円、18.5％の減でありますが、主に学校維持補

修経費の減によるものであります。 

 ２目教育振興費は１億704万3,000円を計上、中学校

費は合わせて２億6,982万7,000円を計上いたしました。 

 94ページをお開き願います。４項社会教育費であり

ますが、１目社会教育総務費は２億2,792万7,000円を

計上、２目公民館費は3,906万8,000円を計上、３目図

書館費は2,256万4,000円を計上、96ページをお開き願

います、⒋目文化会館費は１億4,491万6,000円を計上、

５目三船十段記念館費は1,992万2,000円を計上、社会

教育費は合わせて⒋億5,439万7,000円を計上いたしま

した。 

 98ページをお開き願います。５項保健体育費であり

ますが、１目保健体育総務費は6,875万9,000円を計上、

２目体育施設費は１億1,074万8,000円を計上、新規事
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業として総合運動公園整備基本構想策定事業費400万

円を計上、３目学校給食費は３億7,312万4,000円を計

上、100ページをお開き願います、保健体育費は合わ

せて５億5,263万1,000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。濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私は、91ページ、この私立幼稚園、

あるいは中高生海外派遣事業の補助金でありますけれ

ども、きのう、関連質問すればよかったんですが、勝

田総務部長から、補助金について一律５％のカットを

お願いをしたというふうなことの答弁がありました。 

 私は、今回の予算措置等々について、財源確保大変

苦労したなと思っております。そういった意味では、

一律５％カットの結果として、財源がどれくらい捻出

されたかというのをここで、申しわけないけどお知ら

せください。 

○委員長（桑田鉄男君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ただいま資料を持ち合わ

せておりませんので、取り寄せてご答弁申し上げます。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  ２点ほどお伺いいたします。 

 95ページの社会教育総務費の久慈城跡整備事業につ

いて、中身をお知らせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  ただいまの

久慈城のご質問にお答えをいたします。 

 平成27年度の久慈城の予算の中身でございますけれ

ども、平成25年度に不動産鑑定を実施しております。

平成26年度に立木伐採補償費の算定を実施しておりま

す。これをもとに、現在、用地を交渉している相手の

方と実際にお会いして、その交渉を進めるための移動

旅費になっております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  中身については、これからの取り組

みに差しさわりがあってはならないので、中身につい

ては確認をいたしませんが、私は、この久慈城を再建

していくための環境整備というものを再三これまで申

し上げてきた経緯がございます。その点から確認をさ

せていただきたいと思います。前任者の場合において

は、なかなか前向きな考え方をいただけなかったもん

で、新しい新市長の認識を確認をしたいと思います。 

 私は、この久慈城再建に向けた取り組みの一つとし

て、地域における歴史的風土の維持及び向上に関する

法律というものがございまして、これに基づく計画を

つくって、国の認定を受けるべく努力をすべきだとい

うことを前任者の場合申し上げてきた経緯がございま

すが、なかなか前向きなご理解をいただけなかった。

したがって、新しい市長に私はこれを確認をしたいと

思う。 

 要するに久慈市の文化財の大きな柱ともいえる久慈

城を再建していくための環境整備の一つとして、私は

歴史的に価値の高いところに対する現状が、今のまま

だと、私は所有者がどっかに転売するとか、あるいは

その付近に企業が来て何らかの工場等を建てるとか、

そういったことが懸念されるわけです。そういった場

合、文化財の価値あるものが、なすすべもなくそうい

う状況になるおそれもある。 

 そういった意味からすれば、そういう貴重な文化財

を守っていくという観点から、市として、風致地区と

しての認定なり、指定なり、そういった措置をしてお

くべきだと思いますが、現在はどのような状況にあり

ますか。 

○委員長（桑田鉄男君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  史跡を生か

したまちづくりという法律が国のほうで定めておりま

すけれども、これは、国指定の史跡等を核とした都市

計画といいますか、まちづくりを実施しましょうとい

うことになっております。 

 したがいまして、国指定の例えば盛岡市であれば志

波城とか、あるいは盛岡城、こういったものを核とし

たまちづくりを進めていって、その保全保護を図って

いこうという趣旨の制度でございますけれども、この

久慈城に関しましては、その国指定に至っておりませ

ん。現在、市の指定という形になっておりますので、

これが県の指定、あるいはさらに国の指定というふう

に格が、ランクが上がっていきますと、そういった法

律の制度が適応になるという形になりますけれども、

現在、それに至っていない状況でございます。 

 いずれにしましても、その久慈城跡は現在市の指定

となっておりますので、そういった市の文化財保護条

例に基づいて適正な保護をしていく必要がございます

ので、その辺は地権者の方、所有者の方と協議しなが

ら、転売とか、現状変更とか、自由にできないような
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一応条例等、制度がございますので、そういった中で

適切な保護を進めるような形で取り組んでまいりたい

と考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈の町、久慈市をこれから

も発展させていくと、そのためにも、先人の歴史をき

ちんと確認をして保存するということは、久慈市にと

って基本的かつ非常に重要な事項だと思っております。

久慈城は、そういう意味で久慈市発展のスタートの場

所でございますので、この用地確保、その史跡の維持

確保等を含めて、さまざまな手法あるかと思うんです

けども、これについてはしっかりと守り育てるという

視点で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  大変前向きなご答弁いただきまして、

ありがとうございます。先ほどの国の十分、そういう

認定等に関するご説明をいただきましたが、私もよく

詳しくわからないので教えていただきたいと思うんで

すが、先ほど申し上げた法律の中の第５章の歴史的風

土維持向上地区計画第31条というものがございます。

この中には、途中から申し上げますが「総合的に行う

ことが必要であると認められるものについては、都市

計画に歴史的風致維持向上地区計画を定めることがで

きる」と、こういうようにうたわれてるんですよね。 

 ですから、それから第３条、国及び地方公共団体の

努力義務、これも 後のほうだけ申し上げますが「整

備に関する事業の実施、その他の必要な措置を講ずる

ように努めなければならない」、要するに市町村に対

しても義務を課して努めなさいと。こういった観点か

ら見れば、私は積極的に計画をつくって、国の認定を

受けるような形をすることにおいて、環境整備に対す

る資金的な支援なり何なりを受けられるのではないか

なというような私の理解の仕方なんです。そういった

部分については、どのような関係になっているのか教

えていただきたい。 

○委員長（桑田鉄男君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  基本的には、

国指定の文化財を核とした計画づくりをしなさいとい

うふうな形の趣旨のものでございますので、基本的に

は国指定の文化財がないと、なかなか計画も策定でき

ないというふうな形になっております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  ということは、久慈城跡地の場合は

国の指定になってるわけでないから、久慈市はやりた

かったら自分で努力して頑張りなさいと、現状はこう

いう状況ですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  はい、基本

的にはそのとおりでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  はい、わかりました。 

 それでは、もう一点だけ、教育関係についてお尋ね

をいたします。 

 91ページ、教育研究指導、５目教師用教科指導書購

入費、この購入そのものについて申し上げるわけでは

ないんですが、 近、我が国は慰安婦の問題で、中国

と韓国から大変な歴史戦を挑まれて苦慮している状況

に私はあるんでないかなというふうに思います。 

 そういった中で、ことしの１月の22日の新聞報道で、

仙台の中学校で慰安婦に対する不適切な指導があった

というのが報道されてございますが、学校現場の中で、

久慈市内の小中学校の中で、そういった事例が散見さ

れるのか、そういう事実があるのか、まずお伺いいた

します。 

○委員長（桑田鉄男君）  小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋敏君）  今のご質問についてお

答えします。 

 当市では、そのような話は今のところは聞こえては

きておりません。なお、文科省から出しております学

習指導要領にのっとっての指導になっておりますので、

そのような個人的な考え等での指導ということはあり

得ないと思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  その補助教材として民間会社等が、

公的に支給されるわけじゃないと思うんだけども、無

償で提供されたり、そういったものを使って中学校の

子供たちにそういう指導を、反日的な意味にとれるよ

うな指導したりするのは、九州のほうとか、南のほう

でも新聞等に出ておるわけですが、当管内においても

その可能性がもしかしたらあるのかなという思いでお

尋ねをしたところでございます。 

 この慰安婦の問題に関して申し上げれば、アメリカ
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の政府は、3,000万ドル、30億円強の費用をかけて、

約７年の歳月をかけて、アメリカの国防省、国務省、

中央情報局、連邦捜査局、国家安全保障局、米軍当局

など、戦争にかかわった全ての組織の未公開の公文書

を点検したと。その結果、日本の戦争犯罪にかかわる

文書は14万ページだと。これを調べても、何の戦争に

関しての慰安婦に関するものが１枚も出てこなかった

というのが、アメリカの議会に報告されてる。 

 にもかかわらず、我が国の取り組みというものが、

的確な外交において措置しないために、大変な日本の

辱めを受けてる現状にある。そういったものは、この

地方の中からでも、正せる部分は正していくべきだと。

そうじゃないと、これからの次代を担う子供たちにあ

らぬ不遜な状況が起きたとき、生きる力を与える教育

になっていないというようなことにもなりかねないと

いう意味から申し上げるわけであります。 

 それはどういうことかと申し上げると、中高生が海

外の国際感覚を身につけるというようなことで海外に

も行く機会がある。また、社会に出てからも海外との

接触する機会がふえるというときにおいて、我が国の

子供たちが我が国の慰安婦問題というものが、ないも

のごとし見られたような形のものを知らないでいると

いうことは、将来的に気の毒だなという意味からすれ

ば、小中学校の中においても可能な限り、ここは国の

方針に基づきながらも、しっかりとした対応をしてい

く必要があるのでないかなという意味から申し上げる

わけでございます。 

 したがいまして、アメリカの議会に報告された、ア

メリカが30億円以上の金を費やして、そういうものが

なかったんだというのが報道されてるぐらいですから、

そういった部分についてはどのような認識を持たれる

かお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  この件については、私のほ

うからお答えいたしたいと思います。 

 今、慰安婦問題ということでお話がございましたけ

ども、慰安婦問題にかかわらず、歴史的なものの見方

というのは、いろんな立場の人がおりまして、学校に

おきましては、政府の見解、これはもちろんしっかり

と教えるべきだというふうに思います。 

 ただ、そうじゃないことが新聞等で報道された場合

に、それをこういうふうな意見もあるんだということ

で授業で取り上げることそのものは否定されるもので

はないと。これは、教員の個人的な思想を押しつける

ということではなくて、あるがままの報道等は、もち

ろん年齢に応じたことがございます。小学生に合った

もの、中学生に合ったものというようなのございます

が、そういうの通して子供たちがしっかりと物事を判

断できるような、そういうことを教育の中で身につけ

ていくことが生きる力につながっていくだろうという

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）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  91ページ、93ページの小学校費、中

学校費にかかわってお伺いしたいと思いますけども、

水洗トイレの件でありますけども、昨年の予算委員会

では、市内の小中学校の中では小国小学校と宇部中学

校、２校だけが未整備ということの答弁をいただいて

おりますけども、これには学校再編の予定があるから

未整備だというような答弁だったと思いますけども。 

 ことしの予算見ますと、学校維持補修経費ですか、

この中に入るんだろうと思いますけども、小学校費に

おいては１億6,100万、それから中学校費においては

1,859万9,000円の予算計上がありますけども、この中

に整備予定が入っているのかどうかお伺いいたします。

もし入っていないのであれば、今後の予定についてお

伺いいたします。 

○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）  ただいま澤里委員か

ら、小中学校の整備についてのご質問いただきました

けれども、お尋ねの水洗化につきましては、今年度の

事業では、当初予算では盛ることができませんでした。

現在、宇部中学校を初めとする水洗化であったり、大

規模な改修については、財源のほうを国庫補助、ある

いは適正な、適当な起債事業あるかどうかというふう

なところで研究しているところでございます。 

 予算なり、補助申請をするための予備的な設計等々

には入ってございます。今後は、宇部中学校の場合、

特に再編云々というふうなことのご答弁を申し上げた

経緯もあるようでございますけれども、当面措置すべ

きだろうというふうなことで事業化すべく、今研究さ

せていただいて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）  髙屋敷委員。 
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○髙屋敷英則委員  今の小中学校の維持補修費に関連

いたしまして、３点ほどお伺いをしたいんですが。 

 １点目は、山形中学校の体育館の雨漏り、これに対

する対応は現実どうなってるのかということ。 

 それから２点目は、山形小学校の体育館をぐるりと

巻いている小さな側溝があるんですけれども、この側

溝が水抜きがないために、常に水がたまっている状態

でございます。そして、その体育館と本校舎の渡り廊

下のすぐ横にある水たまりというのは、夏場になると

ボウフラが湧いてるんですよね。そういうふうな不衛

生な状態。そして、すぐそばに給食車が出入りする給

食の配膳室があるというふうな、そういう状態で、教

育委員会のほうにもたびたびこの件については改善し

てほしいというような要望をしてきたわけですけれど

も、この維持補修費の中に、これら二つの点が予算化

されているのかどうかということ。 

 それからもう一点は、今、山形小学校の側溝の話を

しましたけど、この側溝の入っとるところの道路とい

うのが、どうしてあれ通学路に指定をされないのかと。

通学路に指定されないために、そこを除雪する方がい

ないと。通学路に指定されていると思ったから、今ま

で何十年も自分で、自分のお孫さんが通ってるんで、

そういうことでボランティアで除雪をしてきてあげた

けれども、通学路でないということであれば、私はそ

ういうことはやらないという、そういうような状況で、

一般的に誰が見ても通学路のような状況であるわけで

ございまして、この点について、通学路に指定して、

除雪関係という、そういうものの難題というものを一

つ改善していく必要があるんじゃないかと思うんです

が、この３点についてお伺いします。 

○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）  ただいま、山形中学

校、それから山形小学校に関してのご質問をいただき

ました。 

 まず、山形中学校の屋体の雨漏り等々のことでござ

いますけども、これにつきましては、予備設計はして

おりまして、補助事業化すべく今研究させていただい

ていると、補助申請はしてまいりたいと思ってござい

ます。また、財源につきましても、見ながら、何とか

事業化したいものだというふうなことで今進めさせて

いただいております。 

 それから、山形小学校の側溝等の水たまりのご指摘

につきましても、これについても、さまざまな小学校

についても、山形小学校についても不具合いございま

すので、それも補助事業化すべく今研究させていただ

いてる 中でございますので、その辺、いろんなご意

見あろうかと思いますけども、ご指導いただければと

思います。何とか、これも事業化すべく、財源を考え

ながら今進めているところでございます。 

 また、通学路指定の除雪の関係でございますけれど

も、これにつきましては、現況を私ども把握してござ

いませんでしたので、お尋ねのところを確認しながら、

適切な通学路指定等々の関係を対応してまいりたいと

思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  ありがとうございます。しかし、

今、小学校の側溝の件なんですが、これもいろいろ何

か大規模な、少し大きな工事になるというふうな、そ

ういうふうなニュアンスで今話されましたけれども、

以前から山形小学校の新築問題については、何とかな

らないだろうかというようなことで、その必要性を今

までお話してきたわけですが、東日本大震災によって、

湊小学校あるいは長内小学校、そういう喫緊の課題を

抱えた学校の新設、新築、そういうものがあって、山

形小学校の新築というような、そういう問題はランク

が、順番が下がっているのかなと。 

 これはやむを得ないことだというふうに思っており

ますけれども、その側溝をある程度事業化して、そし

てやるという今の話なんですが、そういうような将来

的に、そう遠くない将来に、もし小学校を新築すると

いうような前提があるのであれば、私は今の現状を少

し改良する、改善するというような、そういうやり方

だってあると思うんですよ、その側溝に関しては。そ

ういうふうに思うんですが、あくまでもそれは山形小

学校の新築ということを前提とした考え方でございま

すけれども、いかがですか、その辺の小学校の新築問

題との絡めた見解というのは。 

○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）  ただいまの山形小学

校の新築と、それから現状の改良とのコストのバラン

スを考えていかなきゃいけないところになろうかと思

いますけども、現在進めてまいりました学校の再編に

関しましては、平成29年度までが見直しの計画という
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ふうなことでございますけれども、一定の成果を上げ

たというようなことで、今、次期再編等に向けた研究

を27年度からスタートさせたいと考えてございます。 

 と申しますのは、文科省のほうから１月に出ました

けれども、学校の再編、それから適正配置のための指

針が出てるわけなんですが、その辺をあわせて制度、

補助制度等、助成の制度がまたできるというふうな発

言が文科省のほうからございますので、その辺の情報

をあわせながら、どの程度の維持補修が適正なのか、

あるいは改良なり、新設なりのほうに向けていったほ

うがいいのか、27年度からその辺の研究に入ってまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  せっかくこの質問で山形小学校の

新築問題に今触れましたので、実はこの新築問題につ

いては、大分前からいろいろと事情を説明してきた。

ところが、市長さんがかわった、副市長さんもかわっ

た。それから、教育委員会の次長さんもかわって、そ

れから課長さんもかわって、教育長さんもかわってる。

皆さんかわられたわけでございまして、１度は、この

山形小学校、どういう状況で今を迎えているのかとい

うことについてもご理解をいただかなければならない

というふうに思っております。 

 そもそもが、今の山形小学校というのは、入り口が

正反対にあったんですよね。入り口が正反対になって、

それが、山形中学校が別の場所に移転をして新築をし

たために、統合中学校をつくったために、山形中学校

のグラウンドがあいたと、そのグラウンドを活用する

ために、建物の玄関と裏をひっくり返したんですね。

それで、建物自体の見ばえは裏のほうが正面玄関のよ

うなあれで、表のほうはまさに裏。これをいろいろ古

いということで、大規模改造、今から二十四、五年前

ですか、大規模改造工事やりました。たしか２億円ぐ

らいかかったというふうに思うんですが。 

 その一部増築、大規模改造工事、これによって非常

に新しいというような、そういうような建物に見えて

るわけでございますけれども、実際古くからある部分

については、非常に暗いし、湿気が多いし、それから

壁がぼろぼろ落ちてくるとか、階段ではですね、そう

いうような状況にあるわけでございます。そして、建

物自体が正門も変わってしまったと。正門もまた細い

道路をぐるっと回って、横の裏のほうから行かなけれ

ばならないような状態で、建物もそうであるし、その

教育環境そのものが全体的にいびつな形になってる。

そういう形をずっと強いられてきているわけでござい

ます。 

 私は、この新築問題を取り上げたときには、小学校

統合、そういうものが前提となって始まって、今現在、

残すところ２校でございます。残りは全部山形小学校

に統合されました。そのようないびつな構造の校舎に、

山形の立派な木造の校舎から、今まで学校生活してき

た立派な校舎から、山形中の子供たちがみんな山形小

学校へ集まってくるわけですよね。そういう場所の教

育環境というのは、いびつなものであってはいけない

だろうというような、そういうこともあって、また、

築40年を超すかもしれませんね、もうね。経過する古

い建物でもあるというようなことから、新築というこ

とをお願いをしてきた経緯があるわけでございます。 

 その辺を踏まえていくと、その側溝もあれなんです

けれども、この新築の提案、お願い、そういうことに

関しても前向きに検討していただきたいと思うんです

が、その新築問題については、どのような見解を持っ

てるかお伺いをしたいと思います。 

○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）  ただいま髙屋敷議員

のほうからご指摘いただきました点、確かに山形小学

校は昭和47年の建築でございます。市内の中でも古い

ほうから何番目と、２番目、３番目ぐらいの古さでご

ざいます。したがいまして、新築等、改築等に関しま

しては、優先順位が高い校舎であろうというふうなこ

とは認識してございます。いずれ、その辺を踏まえま

して、今後、学校等の設置なり、整備計画立ててまい

り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）  ここで、濱欠委員に対する

保留中の答弁を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  濱欠委員からご質問のあ

りました、補助金の５％カットでもって、どのぐらい

の財源が浮いたかというようなご質問でございました。

事業は52事業でございまして、カットした金額が390

万4,000円という額になります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 
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○濱欠明宏委員  市長、前のとおりではないというふ

うなことから、いろんな事業を精査しながら、金額は

309万円というようなことでありますけども、例えば

教育委員会においては、学びのサポート学習塾事業に

16万、あるいは地域の歴史と文化体験事業に14万、あ

るいは図書館で行う子育て応援事業に50万などなど、

いずれ細かい金額なんだけれども、しかし、私はこの

事業を予算化するに当たって、これまでの初期の閉塞

感が多分開放されたんではないかと。 

 それで、事業が金額は少ないけれども、私は子育て

応援支援するためには、大きな第一歩を私は確保した

なというふうに思っておりまして、今後とも、そうい

った意味では、スクラップ・アンド・ビルドですか、

いずれ見直しをしながら、市長のこの子育て支援が大

きな意味で発揮されるような工夫をしていただきたい

という思いで実は聞いたんであります。 

 さらにつけ加えますと、きょうの新聞で、補助事業

にかかわって加工業にちょっと触れますが、 後に、

五日市周三技術参事は契約解除の件について、社長本

人にもそう回答したという記事が残ってますが、私、

けさ確認したら、そういう回答はしてないということ

を申し添えておきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  ５点にわたって質問をしたいと思い

ます。 

 まず１点目は、89ページ、児童生徒教職員健康診断

経費、ここの部分にかかわってですが、昨日でしたか、

一昨日でしたか、市職員の超過勤務のことも話題にな

りましたが、教職員の多忙化というのも長年言われて

きてるわけですけれども、一定時間以上、超過勤務を

超過した教職員、これ産業医等の指導等あるわけです

が、久慈市内では、そういう産業医のところに行って

の指導を受ける、あるいはそういうのがあったのか、

あるいは年間に何件あったか。あと、同一人、同じ人

が複数回受けるようなことがあったかどうか、まずそ

このところについてお願いをしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  超過勤務時間、１カ月に

100時間等といいますと、産業医の診断を受けること

になっておりますけれども、教員の場合は学校医の先

生のほうにそちらのほうはお願いするところでござい

ますが、これまで実績はないところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  いわゆる100時間を超えてのという

のはない模様ですが、その超過勤務が非常に多く行わ

れている、あるいは持ち帰りの仕事が多いということ

も何年も前から言われているわけですが、超過勤務を

減らすための工夫といいますか、取り組み、これらに

ついてはどのような形で教育委員会のほうでは指導を

行っているかお伺いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  教員の超過勤務というと

ころでございますけれども、我々のほうでも基本的に

そういうふうな報告、学校のほうから上げるように指

導してるところでありますし、今後ともそれはやって

まいりたいと思います。極力多忙にならないようにと

いうことで指導していきたいと思います。基本的には

教員指導しておりますのは学校長でございますので、

学校長のほうにその辺のお話はしてまいりたいと考え

ております。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  そこの部分については、指導のほう

よろしくお願いをしたいと思います。 

 次に、同じ89ページ、ＡＥＤの設置経費があるわけ

ですが、設置もかなり進んでいるだろうというふうに

思います。その設置数と、それから保守点検といいま

すか、これは数年ごとに交換をしなければならない部

品等、ここにあるわけですが、その点検状況がどのよ

うに行われているかという分、あと設置場所について

ですが、建物等の中にあって、鍵をかけたがために使

えない時間帯が生じるというようなことがあれば、そ

この建物、学校なら学校だけじゃなくて、地域の住民

の方等が使用したいときに使用できない状況があれば、

せっかくのものが活用されないということになるわけ

ですが、その辺の設置状況というのはどのようになっ

ているかお伺いします。 

○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）  ただいまのＡＥＤの

設置状況についてご質問いただきましたけれども、教

育委員会のほうでＡＥＤの設置に関しましては、私の

ほうで学校のほうに措置しているわけなんですけども、

現在28カ所、全ての学校には設置している状況でござ

います。それから、リースで置いてるんですけれども、

保守点検契約を結びまして、５年間に一度の更新をす



－131－ 

るということで設置してございます。 

 また、設置場所につきましては、基本的には職員玄

関への外壁ですから、外から使える状況をつくってご

ざいます。ただ、どうしても厳寒の時期は、寒い時期

はどうしても中に入れなきゃいけないというふうなと

きがございますけども、基本的には外からも使える状

況、あるいは地域のご近所の方々が何かあったときに

は使える状況をつくっているということでございます。

基本的にはそういう考え方で設置させていただいてい

ます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  それでは、95ページ、文化財展示施

設、ここについてですが、これまでも、歴史民俗資料

室になるわけですが、常時開放をぜひすべきだという

ことで、一般質問等でも行ってきました。これまでの

整備状況と、それから常時開放に向けた見通しという

のは、どの程度のところまで進んでいるのか、その部

分についてお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  久慈市歴史

民俗資料室の今後の整備のめどということでございま

すけれども、現在、旧長内中学校を活用して、学校の

用途から博物館的な施設への用途変更が必要というこ

とで、建築基準法に合致する改修工事が必要というこ

とになっております。その経費に多額な金額がかかる

ということで、なかなか実現できずにおるところでご

ざいますけれども、いずれにしても、常時開放、資料

の活用ということにつきましては、強く認識している

ところでございますので、今後とも引き続き関係部署

と協議しながら取り組んで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）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  今の感じだと、ここ二、三年ではま

だ難しいというような感じでしょうか、そこの部分に

ついてはいかがでしょう。 

○委員長（桑田鉄男君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  その辺のめ

どというものははっきりはしておりませんけど、いず

れ協議を進めて、早期実現を目指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）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  それでは、この項目の一つ飛んだ下

のところですが、学校、家庭、地域の連携協力推進事

業、これの具体的内容についてお伺いしたいと思いま

す。 

○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）  ただいま、学校、家庭、

地域の連携協力推進事業についてご質問いただきまし

た。この事業は、地域住民が親や教師とともに地域の

子供を育むため、地域住民の参画により、地域社会全

体でさまざまな教育支援活動を実施して、地域の教育

力の向上を図ることを目的としている事業であります。 

 具体的には、学校支援地域本部事業、それから家庭

教育支援、家庭教育学級であります。それと、放課後

子供教室、各小学校を対象に各地区の公民館が事業主

体となって実施しておりますが、こういった事業を有

機的に結合させて、地域全体で地域の子供を育ててい

くという事業でございます。 

 この財源としては、現在、東日本大震災以降、国か

らの委託事業ということで、10割のお金が県を通じて

交付されている事業であります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  これは、1,200万ということですか

ら、かなりの金額にも上っておりますが、人的な配置

というのもこれは考えているといいますか、そういう

のもあるのでしょうか。 

○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）  ただいまの部分につき

ましては、講師の謝礼金とか、そういった部分のほか

に、事業によって異なりますけれども、地域の方をお

願いしてコーディネーターを配置、それからサポー

ターということで放課後子供教室等の安全管理員、そ

ういった方をお願いして、その方々に勤務時間という

か、参画いただいた時間に応じて謝礼金をお支払いし

ている、そういったことであります。 

 また、支所公民館等については、社会文化課のほう

にコーディネーターを配置しまして、そちらのほうに

派遣しながら、この事業の展開を図っている。あるい

は支所以外の公民館につきましては、専属のコーディ

ネーターをこの事業により配置して、さまざまな事業



－132－ 

展開を図っているところです。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  それでは、 後になりますが、99

ページ、総合運動公園構想ですが、これについては一

般質問のところでも取り上げてたわけですが、具体的

なところは全く答えがなくて、これからということで

したが、その考え方として、まず野球場は、これはも

う必須ということにはなろうかと思うんですが、それ

以外にも例えばサッカー場は、野球とサッカーはぜひ

必要と考えているとか、それ以外に配置できるのはど

ういうのがあるだろう、あるいは建物の部分について

は、これは考えているとか、全くまだ考えていないと

かという、全く何もないということでの構想だという

のだと、構想にもならないわけです。ぴしっとしたと

ころではなくても、 低でもこれとこれだけはという

考えがあれば示していただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  大向社会体育課長。 

○社会体育課長（大向雄二君）  総合運動公園構想の

考え方についてのご質問でございますが、確かに新年

度におきまして、コンサルに発注しながら、いずれ将

来的にどういうふうな運動公園が必要になるかという

ことを一緒に検討していきたいというふうに考えてい

るとこでございます。 

 ただ、その中では、今お話がありました野球場のほ

かに、例えばテニスコートなんかは今河川敷にあるわ

けですけども、これ必ず大雨が降ると災害を受けると

いう場合、そういう施設は必ず必要だろうとか。ただ、

どういう規模が必要かというのは、いろんな試算をし

ないと、なかなか規模を決めれないという部分もござ

いますので、いずれ新年度の構想を練りながら、いろ

んな検討をしながら配置する施設等、一緒に検討して

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）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それでは、90ページから93ページの

小学校費に関してですけど、実は昨年９月の定例会で、

久慈小学校にプールの整備をどうかというような質問

したときに、財政上難しいと、端的に言えばそういう

ことだったと思うんですけど。 

 そこで、プールの時間、年にどれぐらいやってらっ

しゃるかと聞きまして、そしたら何と児童１人当たり

１年に１時間しか授業がないということで、実は、本

当なんだろうかと思って、ＰＴＡの方に何人か聞きま

した。そうですと。去年買った海水パンツが、ことし

ははけなくなるというようなことを言ってましたけど、

余りにも少ない。 

 そこで、どうしてそんなに少ないんだろう。温水

プールですから、年がら年中、やろうと思えば水泳教

室やれるのに、どうしてだろうと思って。ひょっとし

たら、お金がたくさんかかるからじゃないかなと。そ

こで、今六百三十何人おられるわけですね、小学校に

生徒さんが。その人たちのあれですか、プール入ると

きの入場料ちゅうんですか、そういうのもかかるので

しょうか。それとまた、バスで送り迎えしたときの運

賃等、それがあって年に一辺、１人１時間ということ

になってるのか、そこをまずお聞きしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋敏君）  まず、プール活用にか

かわっては、年度前というか、27年度であれば今年度

中なんですけども、各学校に希望をとっております。

そして、この回数については、学校によっては一気に

どんと行けない場合もありますので、学年で何回かに

行きますので、そういったところなんかのやつを日程、

授業のところで都合を合わせていった場合に、希望が

出てきた数で、まず何とか調整しようというところで

ございます。 

 久慈小学校については、学年も多いんですけども、

まず希望的には１回という希望が出ているので、その

部分で対応してきました。 

○委員長（桑田鉄男君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  ちょっと訂正させていただ

きます。久慈小学校につきましては、今年度１回です

が、来年度から２回に増やすことにしております。な

お、温水プールを使うのは厳しい日程でございますの

で、市民プールのほうを１回は使うということで、ま

ず夏休み前には１回、その後には１回というふうな形

で行うような形、ちょっと細かいことは、ですが、い

うふうに進んでおります。とういうことで、久慈小学

校についてはそういう形になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  経費云々ではないわけですか。要す

るに温水プール、皆さんで使うと、その利用する時間

がそれぐらいしかとれないということで、そういうこ
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となわけでしょうか。それでも、１回を２回にしたか

らいいでしょうという問題でもなさそうなんです。 

 というのは、長内小学校とか、あるところは何度も

やるということですね。水泳、先生によっては何度も、

暖かいときは泳がせるんだよということなりますけど。

本当、教育長さん、年に２回でいいと思っていらっし

ゃいますか。プールの時間ですね、水泳の時間を、体

育。個人で習いに行きますと、ちっちゃい子供、月

5,000円以上かかるそうですね。プールの教室に通わ

せますとですね。それは子供さんの経費ばかりじゃな

くて、親もそれに対応できるだけの時間が持ってらっ

しゃる方じゃないと、そういうふうに通わせれないわ

けですよね。 

 そういうことを考えますと、先端スクールで六百三

十何人もいる学校が、たった２時間、１人当たり２時

間で本当にいいと思ってらっしゃるのか。もっとふや

すんでしたら、よく城内さんも言われますけども、市

営プールを早急に改築して、もっと回数を増やすとか、

それがかかるなら、小学校にプールをつくるとか、そ

こら辺の話になるんですけども、本音をお聞かせてく

ださい。 

○委員長（桑田鉄男君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  プールの授業時間でござい

ますが、来年度につきましても久慈小学校と協議しな

がら進めたとこでございますので、今後どういう形で

できるかは、学校現場と相談しながら進めてまいりた

いというふうに思います。増やせるのであれば増やし

たいというふうに思います。 

 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  やっと回ってきましたので、聞かせ

てください。 

 今の小栁さんのプールの件から一つ考えていきます

が、年間１時間、そして２回になっても２時間という、

まさに貧困な状況が今回あらわになりましたね。実は

あそこに、みつばちという学童保育所ありますよね。

あそこは 低10日間ぐらいやるんですよ。やってるよ

うです。８月の初めからお盆休み前、毎日行くんです

よ。そして、午前中、昼ごろ行って、帰ってきて昼寝

をするわけですけども、本当に行ってくたくたになる

ぐらいやってきて、そういうふうになってるんですけ

ども、まさに１週間か10日は毎日行くんですよ。そう

いう状況は、本来小学生には必要だと思うんですよね。 

 私は前にも、今言いましたけども、今の市民プール、

もう老朽化でどうにもならない状況になってきてると。

でも、あそこ今使ってるんです、みつばちも歩いて行

って。あそこ河川敷歩いて行ってですね。非常に子供

たちは、施設は古いけども、しかし、プールで水遊び

をできるということが、子供にとっては本当に命なん

ですよね。 

 そこを教育的に考えて、古い市民プールについては、

場所を変えるなり、あそこは津波も来る可能性ある場

所ですから、久慈川のほとりですから、ぜひそこんと

こは検討しながら、１日も早い、小学校の子供たちに

プールできるような状況をつくっていただきたい、再

度お聞かせ願いたいと思います。 

 それからもう一点は、先日の新聞紙上でしたが、三

崎中と野田中の野球チーム、これ93ページの中学校体

育補助金とか、大会運営補助金に関連するんですけど、

あの合同チームが全国大会に行くというニュース載り

ましたよね。実は私、ある中学校の校長先生と懇談し

た経緯があるんですが、あの組みの仕方というのは、

例えば自治体を越えて三崎中と野田とくっついてます

よね、そして野球チームつくってますよね。この混成

チームつくるときには、教育委員会は全くかかわって

ないのか、学校独自で相手チームを決めてやってるの

か、その辺どうなってるのか教えてください。それが

２点目。 

 それから、体育館施設費等に関連するかと思うんで

すが、昨年の12月から、実は久慈市民体育館のランニ

ングデッキの利用、310円から100円にしましたね。も

のすごい利用ですよ。私、データいただきましたので

紹介しますと、12月からですから、去年の、24年の12

月で45ですけど、ことしの12月は138人ですよ。それ

から、１月に入ると、これは25年１月が33で、26年１

月が22ですが、ことしの１月は102人です、3.9倍です。

それから、去年の２月からの比較で、ことしの２月は

233人で、7.5倍です。非常に評判がよくて、しかも、

寒い時期でしたからよかった。それから、身体障害を

持ってる方も利用してるということで。 

 実はこれ利用してる方から、新年度は310円に戻る

そうだという話が実は入ってきたもんですから、実は

体育館にも行きましたら、市当局も続けたいといった

ような話をしてるという話をしてくれたんですけども。
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これ市民の健康という観点から見たときに、通年にし

ていただきたいという声なんです、利用者から。ぜひ

これは、310円から100円にしたことによって、こんな

利用が高まるということで、収入もふえてるというこ

となんだそうです。しかも、それが健康の人からとか、

身障者も含めてこんなにふえてるということで、評判

がいい施策でしたので、ぜひこれは通年に拡大してほ

しいという願いの声がありますが、お聞かせをいただ

きたいというふうに思います。 

 ちなみに、例えばことしの２月でいいますと、60歳

未満が一番ふえてまして、それから60歳以上もふえて

おります。そういった形で、こういった高齢者といい

ますかね、近い人たちが非常に活用してるデータが出

ておりますので、ぜひ通年でやれるようにしていただ

きたいんですが、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋敏君）  まず水泳の件にかかわ

ってでございますが、小栁議員のほうからも出されま

したプールの経費の部分でございますが、児童数掛け

る希望回数で、子供たち１回100円ということになっ

ております。27年度の経費については、約2,000人の

児童生徒で100円でございますので、20万ですね。プ

ラスして教師の分210人を計算しまして、合計で予算

額のところで22万1,000円、プールの使用料かかると

いうことになります。移動手段のバスについては、市

のバスを使っておりますので、その分については何ら

問題はないかなと思っております。 

 あと、合同チームでございますけども、合同チーム

については、両チームでチームを組めない場合は、両

方の学校の合意のもとでチームを組んでいいというよ

うな県の規定がございますので、なお、近隣でという

ふうな形になっております。ですので、近隣の学校で

同じ部があるんだけども、どちらもクラブとして、あ

るいは試合に出れないというところが、学校さんのと

ころで協議して、一緒にやろうかというような形で参

加している場合がほぼという形になっております。 

 この前の三崎と野田合同チームの大会の全国大会に

ついても、教育委員会でも調べてみたんですけども、

何でもって全国大会へ行くことになったのか、もとの

経緯が何なのかというところが明確になってない部分

がありまして、恐らく県で行われている清水隆一杯と

いうのがありまして、そこで優勝してましたので、そ

れによって推薦されたのではないかなというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  大向社会体育課長。 

○教育委員会事務局社会体育課長（大向雄二君）  市

民体育館のランニングデッキの利用料金につきまして

のご質問にお答えいたしたいと思います。 

 市民の健康づくりを進めるに当たりまして、特に冬

期におきまして、例えばウオーキングとか、ジョギン

グをする際、凍結とか、積雪等、そういう運動が取り

組めない状況に対しまして、気軽に運動できる場の確

保ができないかということで、市体育協会とご相談を

いたしまして、体育協会の協力をいただいて、ランニ

ングデッキを12月から３月までということで、利用料

金を割り引いた形での今実施をしているところでござ

います。 

 委員先ほどお話がありましたとおり、その利用状況

を見ましたところ、前年度と比較しますと、およそ８

倍に近い利用者がふえていると。さらに、その３割が

高齢者の方が利用しているという状況を踏まえまして、

体育協会のほうに、４月からも継続して続ければ習慣

づけにもなるだろうということでご相談を申し上げま

したところ、体育協会でも非常に利用者から好評を得

ているということで、ぜひ継続して続けてまいりたい

というご意見をいただいております。そういうことで、

４月からも、これからまた１年間の状況を見ながら続

けていきたいというふうにな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）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ありがとうございました。その点、

本当に体協との連携の中で通年で今回できるというこ

とです。本当に朗報です。喜ぶと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 そこで、学校の連携、それぞれの学校が学校任せの

形ですよね、このやり方は。そうすると、例えば今、

三崎と野田という話がありましたが、学校任せでやっ

てますから、父母負担が出てくるんですよ、実は。移

動とかね。三崎とか、野田まで歩いて行くわけにいか

んですね。そうすると、父母たちが送り迎えしたりす

るんだそうです。そうしますと、事故が起きてないか

らいいんだけども、負担が大きいわけですよ。 



－135－ 

 そこで、私、その校長先生いわくは、学校でエリア

を設定してほしいと。例えば今、三崎と野田と宇部、

このあたりを一つの合同チーム編成できるエリアとい

うのを教育委員会が設定して、その範囲で設定したら、

そのことについてバスを出すとか、運行経費、例えば

バスを配置するという形をしていかないと、これ大変

な負担が増えてくるということを言われてました。 

 もう一つは、中学校、これは簡単に小学校みたいに

減らせないわけですよ。そういうエリアで組んでもら

うと、クラブ活動できないから学校減らすんだじゃな

くて、学校をそのまま残したまま、そのエリアで指定

してもらえば、クラブ活動は十分できるんだというふ

うにも言われてました。ぜひ、県ではそういうことは

できんだと、だから学校任せでやってるんだというよ

うな今答弁ですよね。そうじゃなくて、そこをぜひ教

育委員会として連携して、九戸つうか、県には合同庁

舎があって、そこも教育事務所があるわけですから、

その教育事務所管内で、今言ったように自治体等でも

連携してますから、その範囲でエリアを組むことがで

きないのか。そして、きちんと送迎バスも含めて、送

迎の対応を含めてやっていくというの今必要でなかろ

うかというふうに思います。現場ではそういう声を上

げていましたので、その辺どうなんですか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 それから、プールの件で、なかなか教育長は前向き

の答弁してくれません。１回が２回になったって、こ

れ問題じゃなくて、私以前から言ってるように、小学

生が水に親しむことによって、泳ぐことができるのは

小学生なんですよ。それが、今の現況、プールがない

学校では、今言ったように１年に１回、せいぜい来年

度２回になるそうですが、長小とかありますよね、小

久慈もありますし、あるところはそんな時間制限ない

わけですよ。学校終わってからも近くだから行けるし。 

 そういった点では、ぜひこれは市民プールの、今言

ったように、さっきから申し上げてるように、市民

プールの老朽化してますから、あれを、用地も十分あ

るわけですから、あれをどういう活用するかは別にし

て、いろんな形で財源として活用できるわけですから、

更地にすれば宅地にもなるし、そういった意味では、

財源を確保することもできるわけですから、そういう

の含めて、久慈小学校区、小学校の近くに、まだあの

辺は今のところ土地はいっぱいありますから、ぜひ購

入した上で市民プールを久慈小の近くにつくってほし

いんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋敏君）  先ほどの合同チームの

件にかかわってでございますが、本当に貴重な意見い

ただきました。ありがとうございました。今後、その

合同チームのあり方、あるいは補助の仕方等について

は十分研究してまいって、何とか学校さんに負担かか

らないような形を考えてまいりたいと思いますので。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  市民プールを久慈小のそ

ばにということですけれども、今田屋にございます市

民プール、大規模改修等の折には、ただいまのご意見

等を参考にさせていただきながら検討してまいりたい

と考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  先ほどからプールの問題等が取り

上げられておりますけれども、久慈市には学校だけじ

ゃなく、いろんなプールがあるわけですよね、いろん

な箇所に。それを、侍浜にもあるし、何カ所かあるで

しょう、それなりの。そういう話をするからだめなん

ですよ。 

 というのは、プール一つつくるったってとんでもな

い金額かかるでしょう。つくれるわけがないんですよ。

どっから予算持ってくるの、そんな話して。ですから、

教育長が答弁できないのは当たり前なんですよ、金が

ないんですから。 

 ですから、あるものをお互いに共同利用して、いか

に有効活用するかですよ。毎日そのプールを、例えば

長内であれば、大川目にも、中学校にもありますよね、

あそこにも。そういったプールを、そこの学校が毎日

占領してるわけじゃないんですから、共同利用をする

ような方向で持っていかないと。教育教育といいます

けど、教育だからって金を、何といいますかな、幾ら

教育だからって金をどこまでもつぎ込んでもいいわけ

じゃないんですからね。あるわけじゃないんですから。

湯水のごとくという言葉使いたかったんだけども、そ

こまで言葉言うと失礼に当たると思って言わなかった

んですが。まず、そういうお互いに共同利用という形

をとっていかないと。 

 それと、私らは子供のころ、みんなこっちのほうで、
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陰ではごそごそ言ってるんですが、水遊びをしたわけ

ですね、川なり、海なりで。当然魚とりをしたり、子

供のころはですよ。カジカを手づかみしたとか何とか

って、ちょっとした行って泳ぎながら、ずぶぬれにな

って水遊びしたわけですよ。ほとんどそういうこと今

ないでしょう。あの水の事故等があったなんだで、随

分とその関係だというのは私も承知してるんですが、

そういうことあったんで、先生方は当然事故が怖いか

ら当然引率もできなくなる、そういうこともわかって

はいるんですけども。ですから、あまり私もそういう

ことは強く言わなかったんですが。 

 ただ、自然に親しむという意味では、今、私らがよ

く議員だ云々かんぬんということも言われますが、川

に水が昔と違って少ないでしょう。ですから、水に溺

れるといっても、確率は昔から見りゃ、うんと少ない

わけですよね。洪水とか、そういうことがない限りは。

だから、もっと自然に親しむような教育があってもい

いんじゃないかなと。プールも含めてですよ。共同利

用、ともかくあるものを有効に使いましょう。意見を

どうぞ。 

○委員長（桑田鉄男君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  大変貴重な意見ありがとう

ございました。実はプールにつきましては、先ほど次

長が市民プールを老朽化したときに、またいろんな考

え方が出てくるだろうというお話しましたけども、あ

のプールについては、確かに人口減少の中で、都市部

でも考え方の変わるとこが出てきておりまして、つま

り学校でつくるよりは、市内にある施設を使って、し

かも温水プールを使って、みんなで、複数の学校で利

用したほうが経費的にもいいし、それから時期も長く

泳げると。さらに、そういうとこにはスイミングス

クール等があって、スイミングスクールの先生に専門

的な指導もしてもらえるというふうなところも出てき

ております。 

 ですから、今までの考え方をそのままではなくて、

いろんな可能性を探りながら、子供たちが水に親しめ

るような方法を、我々は新しい視点も踏まえながら考

えていったほうがいいというふうに思っております。 

 それから、川遊びとか、あるいは海岸等もそうです

けども、このことは、私も木ノ下議員と同年代で非常

に感じておりまして、この間の一般質問でも出ました

けども、子供たちが自然体験するというのは貴重なこ

とだと思ってます。海や山で遊べること、あるいは遊

んだことが、将来、あそこで遊んだ、あそこで楽しん

だ、あそこはおもしろかった、久慈はいいとこだった

と、ふるさとに戻りたいという気持ちにもつながって

くるのではないかなというふうに思っております。 

 本当に学校での事故がものすごく厳しく指摘され、

教師の責任が厳しく問われる時代になっておりまして、

安全というのを何よりも重視しなきゃならない、そう

いう時代になってきております。そういう意味で、教

育委員会も含めてでしょうが、学校そのものを非常に

子供たちを指導するのにこわごわと指導するような時

代になってきてるというのは感じております。 

 そういう中で、どうすれば子供たちがたくましく育

っていけるのかということを、我々知恵を出し合って

研究してまいりたいというように思っております。 

 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  97ページになります、三船十段記念

館にかかわってお伺いしますが、私はここ10年ぐらい

にわたって提案してきましたが、なかなか実現しない

ということがあります。この記念館の名誉館長に、三

船記念館出身で世界チャンピオンでもあった柏崎さん、

今、国際武道大学教授であるわけですが、この旅費ぐ

らいの予算で、年間30万から50万ぐらいの予算で、名

誉館長にお願いしたらどうだというのを何回となく提

案してまいりましたが、いまだに実現しておりません。

その経過、あるいは今も俎上にあるのかどうか、まず

お伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  大変申しわけございませ

ん。今までそういう経過存じてございませんでした。

今委員さんから初めて伺ったような状態でございまし

て、今年度の予算等にも盛り込んではいないところで

すが、今後検討させていただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  当然世界チャンピオンですし、久慈

の生んだ柔道家、国際的にも有名な柔道家であります

し、シティマネジャー、あるいは地域おこし協力隊は

外部からいろいろ協力いただくという中にあって、久

慈市の生んだ人材を活用しない手はないだろうと。 

 しかも、本人から聞けばいいわけですが、多分本人

も旅費程度、１回五、六万なわけですが、２カ月に１
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回ぐらい来るのであれば、30万ぐらいで済むかなとい

う気がしますし、三船十段没50年という節目でもある。

また、来年は国体を控えてるということもありまして、

例えば国体で柔道に来た人が、名誉館長でその場所に

この柏崎チャンピオンがいたら、これは大変効果的だ

なと思っておりますが、これは市長のほう向いてしゃ

べったほうがいいのか、どっちがいいのか、答弁お願

いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  それらも含めまして勉強

させていただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。小中にか

かわるわけですが、学校維持補修費にかかわって、天

井の落下防止の工事、ここに含まれてる思うんですが、

やる学校がそれぞれどこなのか。そして、たしか今年

度で終了なるやに聞いてるんですが、その点も含めて

教えてください。 

○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、天井の落

下防止の施工についてのご質問をいただきました。委

員ご指摘のとおり、平成27年度末までの事業の対象と

いうふうなことでございましたけれども、今年度まで

で全ての対象をやる予定で予算を措置させていただい

ております。今資料があれですけど、少しお待ちくだ

さい。 

 失礼いたしました。今年度は、侍浜小学校、小久慈

小学校、大川目小学校、夏井小学校、平山小学校、小

袖小学校について、多目的ホール等の措置をいたしま

す。それから、中学校につきましては、山形中学校の

昇降口等の措置をさせていただきます。 

 これまでに終了したところでは、大川目小学校の屋

体のつり天井について措置をしてございます。また、

夏井中学校の屋体についても措置をしてございます。

以上で、この全てのつり天井の措置は終えるという予

定でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時15分といたします。 

    午後０時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15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。 

 11款災害復旧費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  100ページをお開き願い

ます。 

 11款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費であ

りますが、１目漁港施設災害復旧費に漁港に係る災害

復旧事業費15億5,400万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。髙屋敷委

員。 

○髙屋敷英則委員  それでは、まず、 初にちょっと

質問形式で確認をしたいんですが、去る12日の一般質

問の中で、答弁保留のままになったものが、後で答弁

されたわけでございますね。 

 そのことに関してちょっと確認をしたいことがある

んですが、答弁されたものを要約すると、台風情報の

災害によって梅が丘団地の崩落が起きたと。これが、

災害の集計の中に入っていないということと。 

 それから、その認定については、もちろん認定され

ていないし、人的な意味における認定もないと。そう

いうような答弁だったと思うんですが、そういうふう

に理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  そのような理解になります。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員   そういうふうに答弁をするって

いうなのもわからないわけではないですけども、この

認定というのを、非常に狭い範囲で捉えているわけで

ございますよね。 

 それで、災害に関して言えば、恐らく３つぐらいに

区分できるようなものがあると思うんです。 

 それは、認定をするということ。いわゆる、災害の

規模、金額によって、県や国が認定をすると。そして、

復旧工事が行われる。こういうケースが１つと。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員に申し上げます。 

 ここで計上されておりますのは、災害復旧費の中の

１項の農林水産施設の災害復旧費ということで計上さ

れておりますので。 

    〔「101ページの過年債ということに関連を

して、今、聞いてるんですけど」と呼ぶ者
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あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  100ページのほうからいっ

て、その説明がこの101ページで出ているということ

で。 

    〔「過去の災害に関して、今、聞いているわ

けですけれども、これ関連しませんか」と

呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  厳しいんだと思うんですが。 

    〔「私は、ここまでずっと、 初からここま

で待ってきたんですが、ここで言えばいい

のかなということで」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  漁港施設の災害復旧費で過

年発生したものということになると思うんですが。 

    〔「限定されたもの。漁港という限定をされ

た質問をしなければだめだと」と呼ぶ者あ

り〕 

○委員長（桑田鉄男君）  漁港施設に関わる部分の。 

    〔「過年度災害ということでは、関連ならな

いですかね。委員長の特段のご配慮お願い

したいんですが、ここまで待ってきました

んで」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 12款公債費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  12款１項公債費でありま

すが、１目元金は26億1,505万9,000円を計上、前年度

と比較して１億4,924万5,000円、6.1％の増でありま

す。２目利子は２億8,173万6,000円を計上、前年度と

比較して4,837万円、14.7％の減であります。３目公

債諸費は４万9,000円を計上。公債費は、合わせて28

億9,684万4,000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。 

    〔「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款諸支出金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  13款諸出金１項普通財産

取得費でありますが、１目土地取得費に、土地取得事

業特別会計繰出金2,047万6,000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。 

 14款予備費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  14款１項１目予備費であ

りますが、1,500万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。 

 以上で、第１条歳入歳出予算の質疑を終わります。 

 次に、第２条債務負担行為、説明を求めます。勝田

総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第２条債務負担行為につ

きまして、表によりご説明申し上げます。６ページを

お開き願います。 

 第２表債務負担行為でありますが、固定資産税評価

がえ経費ほか２件につきまして、地方自治法214条の

規定により、債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額をこの表のとおり定めようとす

るものであります。 

 以上です。 

○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。 

 第３条地方債、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第３条地方債につきまし

ても、表によりご説明申し上げます。７ページをお開

き願います。 

 第３表地方債でありますが、歳出予算に関連して、

公共施設防災機能強化事業ほか15件及び国の地方財政

対策を受けての臨時財政対策債、合わせて17件につい

て、地方自治法第230条第１項の規定により、起こす

ことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法を、この表のとおり定めよう

とするものであります。 

 以上です。 

○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。 

 第４条一時借入金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  １ページをお開き願いま

す。  

 第４条一時借入金でありますが、地方自治法第235

条の３、第２項の規定による借り入れの 高額を40億
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円に定めようとするものであります。 

 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。 

 第５条歳出予算の流用、説明を求めます。勝田総務

部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第５条歳出予算の流用で

ありますが、地方自治法第220条第２項ただし書きの

規定により、各項に計上した給料、職員手当及び共済

費に係る予算額に過不足を生じた場合、同一管内でこ

れらの経費の流用ができるように定めようとするもの

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、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第１号「平成27年

度久慈市一般会計予算」は、原案のとおり可決すべき

ものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○委員長（桑田鉄男君）  起立全員であります。よっ

て、議案第１号は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 この際、副委員長と交代いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副委員長（城内仲悦君）  審査を継続します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第２号 平成27年度久慈市土地取得事業

特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  議案第２号「平成27年度

久慈市土地取得事業特別会計予算」を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。本案は、歳入歳出別に説明を受

け、審査したいと思います。これにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入説明を求めます。勝田総

務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、事項別明細書

によりご説明申し上げます。124ページをお開き願い

ます。 

 歳入、１款財産収入１項財産運用収入１目利子及び

配当金利。土地開発基金利子15万円を計上。２款繰入

金１項１目一般会計繰入金に2,047万6,000円を計上い

たしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  126ページをお開き願い

ます。 

 歳出、１款１項管理費１目管理事務費に一般会計繰

出金15万円を計上。２款１項公債費、１目元金に

2,017万円を計上。２目利子に30万6,000円を計上。公

債費は、合わせて2,047万6,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決をいたします。議案第２号「平成27

年度久慈市土地取得事業特別会計予算」は原案のとお

り可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立全員であります。よ

って、議案第２号は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第３号 平成27年度久慈市国民健康保険

特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第３号「平成

27年度久慈市国民健康保険特別会計予算」を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。第１条歳入歳出予算については、

勘定ごと、歳入歳出別に説明を受け、審査したいと思

います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。
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よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出事業勘定歳入、説明を求めます。澤

口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  それでは、事項別明

細書によりご説明申し上げます。 138ページをお開

き願います。 

 ２歳入、１款１項国民健康保険税１目一般被保険者

国民健康保険税でありますが、１節医療給付費分現年

課税分は５億5,160万7,000円を計上。２節後期高齢者

支援金分現年課税分は１億1,620万5,000円を計上。３

節介護納付金分現年課税分は5,236万3,000円を計上。

４節医療給付分滞納繰越分は3,164万2,000円を計上。

５節後期高齢者支援金分滞納繰越分は702万1,000円を

計上。６節介護納付金分滞納繰越分は331万円を計上。 

 以上、１目一般被保険者国民健康保険税は、合わせ

て７億6,214万8,000円を計上。前年度と比較し1,953

万9,000円、2.5％の減となっております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税は、一般被保険

者に準じて算定したところであり、１節医療給付費分

現年課税分は2,128万9,000円を計上。２節後期高齢者

支援金分現年課税分は454万2,000円を計上。３節介護

納付金分現年課税分は352万4,000円を計上。４節医療

給付分滞納繰越分は16万1,000円を計上。５節後期高

齢者支援金分滞納繰越分は２万円を計上。６節介護納

付金分滞納繰越分は２万3,000円を計上。 

 以上、２目退職被保険者等国民健康保険税は、合わ

せて2,955万9,000円を計上。前年度と比較し、536万

5,000円、15.4％の減となっております。この項、国

民健康保険税は、合わせて７億9,170万7,000円を計上

いたしました。前年度と比較し2,490万4,000円、

3.0％の減となっております。 

 次に、２款使用料及び手数料１項手数料１目督促手

数料は85万7,000円を計上いたしました。 

 140ページになります。 

 ３款国庫支出金１項国庫負担金でありますが、１目

療養給付等負担金は、療養給付費負担金、後期高齢者

医療支援金負担金、老人保険医療費拠出金負担金及び

介護納付金負担金、合わせて９億5,669万3,000円を計

上いたしました。前年度と比較し、791万4,000円、

0.8％の減となっておりますが、これは、主に、保険

給付費等の減額によるものであります。２目高額医療

費共同事業負担金は2,774万7,000円を計上。３目特定

健康診査等負担金は583万5,000円を計上。この項は、

合わせて９億9,027万5,000円を計上いたしました。 

 ２項国庫補助金でありますが、１目財政調整交付金

は、普通調整交付金、特別調整交付金、合わせて５億

6,896万円を計上いたしました。 

 次に、４款県支出金１項県負担金でありますが、１

目高額医療費共同事業負担金は2,774万7,000円を計上。

２目特定健康診査等負担金は583万5,000円を計上。こ

の項は、合わせて3,358万2,000円を計上いたしました。 

 ２項県補助金でありますが、１目財政調整交付金に

２億5,340万9,000円を計上。 

 次に、５款１項１目療養給付費等交付金であります

が、退職被保険者等の医療費に対する交付金であり、

１億1,511万5,000円を計上いたしました。 

 ６款１項１目前期高齢者交付金でありますが、７億

2,655万円を計上いたしました。142ページになります。 

 ７款１項共同事業交付金でありますが、１目高額医

療費共同事業負担金は8,939万2,000円を計上。２目保

険財政共同安定化事業交付金は12億2,848万7,000円を

計上。前年度と比較し、５億8,091万円、89.7％の増

となっておりますが、これは、交付金の算出に係る対

象医療費について、平成26年までは30万円以上の医療

費を対象としていたものでありますが、制度改正によ

り、平成27年度から、１円以上の医療費が共同事業の

対象となることによるものであります。この項は、合

わせて13億1,787万9,000円を計上いたしました。 

 次に、８款財産収入、１項財産運用収入であります

が、１目利子及び配当金に、高額療養資金貸付基金利

子及び国保財政調整基金利子、合わせて2,000円を計

上。 

 ９款繰入金１項１目一般会計繰入金でありますが、

保険税低所得者軽減額の補填等として、保険基盤安定

繰入金１億6,657万円、その他一般会計繰入金1,820万

円、合わせて１億8,477万円を計上いたしました。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金は1,000

円を計上いたしました。 

 次に、10款１項１目繰越金は、前年度繰越金1,000

円を計上。 

 11款諸収入１項延滞金加算金及び過料でありますが、

一般被保険者及び退職被保険者等に係る保険税延滞金、

合わせて300万5,000円を計上いたしました。 

 ２項雑入でありますが、第三者行為損害賠償金、不
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当利得等返納金及び雑入、合わせて、４億4,056万

7,000円を計上いたしました。この項中、５目雑入に

財源調整として４億3,841万5,000円を計上いたしまし

た。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。梶谷委

員。 

○梶谷武由委員  139ページのところになります。 

 国保税の収納率ですが、一般の場合には93％、退職

者の場合は98％と、５％ほどの違いがあるわけですが、

これは実態として、これぐらいの間違いがあるのだと

思うわけですけれども、収納率が一般の場合は低い理

由はどのように把握しているのか、お願いします。 

○副委員長（城内仲悦君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  退職の被保険者の率が

98％というふうに高いんですが、これは、退職するま

で、社会保険とか、共済にいた方々が退職して国保に

移ってきた方々ですので、所得的にも余裕があるとい

いますか、例年高い収納率を収めているのでありまし

て、一般の場合は一般被保険者ということで、所得の

格差の点が収納率に表れているというふうに理解して

います。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  先ほどの説明で、国保のレセプト

処理に30万円云々というような説明がありましたが、

国の措置で、公的に拡充措置が、今年度もられたとい

うふうに思うんですが、どういう形で出ているのか、

教えてください。 

○副委員長（城内仲悦君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  大変申しわけございま

せん。ちょっと理解できませんでしたので、もう一度、

ご質問、お願いしたいと思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  法的減免の拡充に対応しての措置、

これも、先ほど説明あった、ここのレセプト処理と同

じく都道府県化を想定したといいますか、見越しての

措置があるというふうに聞いているんですが、どうい

う形になっているのか、その内容。 

○副委員長（城内仲悦君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  低所得者の軽減の内容

というふうなことでよろしいでしょうか。 

 

○副委員長（城内仲悦君）  再度、質問してください。

ちょっと伝わっていないので。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  これは、法的に拡充を想定しての、

見込んでの、国の措置が新年度なされたというふうに

どっかで聞いた、見た記憶があって、今、そういう質

問したんですが、それが、この予算にどういう形で表

れているのか。 

○副委員長（城内仲悦君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  今、小野寺委員、ご指摘

のとおり、27年度におきましても、５割、２割軽減の

部分、26年度も拡大になったんですが、27年度も、５

割軽減、２割軽減の分を拡大するという措置、現在、

国会のほうで審議中なんですが、久慈市の予算の中に

は、そこの分の軽減分は計上しておりません。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  次に、収納率の問題も出されたと

ころですが、滞納処分まで踏み込んでの収納率の向上

ということの部分で取り組んでおられると思うんです

が、中には、給与の差し押さえとか、あるいは、保険

の払戻金の差し押さえ等々もあるようですが、一般的

に、今、給料の差し押さえとかというのは、なかなか

生活を営んでいく上で、いかがなものかという思いも

持っているわけですが、そのへんの差し押さえの状況

はどうなっているのか、お聞かせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  五日市収納対策課長。 

○収納対策課長（五日市清樹君）  滞納処分、差し押

さえ等の関係のご質問でございますけども、平成27年

２月20日現在でございますけれども、国保税に係る滞

納処分につきましては約70件ほどございまして、その

うち、換価されたもの、差し押さえ件数ですね。その

中で、実際に換価されたものにつきましては162件ほ

どでございまして、その内訳といたしましては、差し

押さえ等が120件ほど、他の債権、各種預貯金等の差

し押さえ等につきましても10件ほどというふうな内訳

になっております。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  給料の差し押さえも120件という

ことで、かなりの数字に上っていると思うんです。 

 そこで、諸収入で見ても、雑入ですね。４億円を超
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える雑入を組まざるを得ないという状況です。 

 そういう点では、以前から要求している国の制度改

革、これなしには、これの抜本的な改善策は望めない

ということで、答弁でも国に対して、そういうお願い

をするということできていると思うんですが、その要

望に対しての国の反応といいますか。状況はどうなの

か。お聞かせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  これまでも市長会ある

いは国保連等を通じまして、関係機関、国、省庁等へ

要望しておりましたけども、個々の市町村等への保険

者への優遇とか、そういうふうなものは当然なくて、

均等な回答、国のほうの施策になっていると思われま

すけども、今まさに、国会等で審議されている部分も

ありますし、先ほど、税務課長のほうからも回答があ

ったんですけども、軽減所得判定、基準の拡大、26年

度拡充された。あるいは、27年度も拡充されたと、そ

れも、一つの成果だと思っております。 

 それから、保険者支援、これは、国のほうで示す額、

27年度から1,700億円を国保に投入すると。そういう

ふうなものについても、これまで要望してきた成果だ

と思っております。 

 ただ、各保険者におきましてはまだまだ足りないと

いうふうなことで要望しておりますし、当市も、今後

も、機会あるごとに市長会を通じて、あるいは、国保

連等を通じて、関係省庁に要望してまいりたいと思い

ます。ご理解願います。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、事業勘定、歳出、給与費明細書を含め、説明

を求めます。澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  それでは、154ペー

ジをお開き願います。 

 まず、給与費明細書について、ご説明申し上げます。 

 特別職、その他の特別職でありますが、その内容は

専門集金員及び国保運営協議会委員に係る報酬及び共

済費であり、職員数及び報酬について、前年度との増

減はなく、共済費9,000円の増となっております。 

 それでは、前に戻っていただき、144ページをお開

き願います。 

 ３歳出、１款総務費１項総務管理費でありますが、

１目一般管理費は臨時職員賃金及び共済費ほか６件、

合わせて1,735万3,000円を計上。２目連合会負担金は。

国保連負担金686万円を計上。この項は、合わせて

2,421万3,000円を計上いたしました。 

 ２項徴税費でありますが、１目賦課徴収費は、専門

集金員報酬ほか２件、合わせて1,388万9,000円を計上。

２目納税奨励費は、納税意識を普及、啓発し、収納率

の向上を図るため、市税納付促進業務経費及び納税貯

蓄組合連合会補助金、合わせて674万9,000円を計上。

３目収納率向上特別対策費は、新たに、コンビニ収納

システムの導入経費として755万5,000円など、合わせ

て978万2.000円を計上。この項は、合わせて3,042万

円を計上いたしました。 

 ３項運営協議会費でありますが、国民健康保険事業

の運営に係る重要な事項を審議いただく国保運営協議

会委員報酬ほか３件、合わせて39万8,000円を計上い

たしました。 

 146ページになります。 

 ４項趣旨普及費は、広報用パンフレット製作費等87

万5,000円を計上。 

 次に、２款保険給付でありますが、医療費被保険者

数の推移等を勘案し調整したものであり、１項療養諸

費は、一般被保険者、退職被保険者等に係る療養給付

費及び療養費並びに診療報酬等診査支払手数料、合わ

せて26億7,126万4,000円を計上。前年度と比較し、１

億895万5,000円、3.9％の減となっております。 

 ２項高額療養費でありますが、前年度実績等を勘案

し調整したものであり、一般被保険者、退職被保険者

等に係る高額療養費及び高額介護合算療養費、合わせ

て３億5,947万円を計上。３項移送費でありますが、

一般被保険者移送費20万円を計上。 

 148ページになります。 

 退職被保険者等、移送費５万円を計上。この項は、

合わせて25万円を計上いたしました。 

 次に、４項出産育児諸費１目出産一時育児金は、出

産育児一時金65人分、2,730万円を計上。２目審査手

数料１万4,000円を計上。この項は、合わせて2,731万

4,000円を計上いたしました。 

 ５項葬祭諸費は、葬祭費90件分、270万円を計上。 

 次に、３款１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢

者支援金は６億1,229万5,000円を計上。２目後期高齢

者関係事務費拠出金は４万6,000円を計上。この項は、

合わせて６億1,234万1,000円を計上いたしました。前

年度と比較し、1,976万5,000円、3.3％の増となって
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おります。 

 ４款１項前期高齢者納付金等１目前期高齢者納付金

は43万円を計上。２目前期高齢者関係事務費拠出金は

４万6,000円を計上。この項は、合わせて47万6,000円

を計上いたしました。 

 150ページをお開き願います。 

 ５款１項老人保健拠出金１目老人保健医療費拠出金

は10万円を計上。２目老人保健事務費拠出金は３万

1,000円を計上。この項は、合わせて13万1,000円を計

上いたしました。 

 次に、６款１項１目介護納付金は社会保険診療報酬

支払基金で示す算定資金式より算定した額３億115万

7,000円を計上。前年度と比較し、94万7,000円、

0.3％の減となっております。 

 次に、７款１項共同事業拠出金でありますが、実績

等を勘案し、１目高額医療費拠出金は１億1,099万

2,000円、２目保険財政共同安定化事業拠出金は12億

1,405万円を計上。３目その他共同事業拠出金は5,000

円を計上。この項は合わせて13億2,504万7,000円を計

上。前年度と比較し６億9,138万8,000円、109.1％の

増となっております。これは、主に、先ほど申し上げ

ました制度改正によります保険財政協働安定化拠出金

の増によるものでありますし。 

 次に、８款１項保険事業費でありますが、１目特定

健康診査等事業費は、特定健康診査事業経費ほか１件

合わせて4,375万5,000円を計上。２目保健普及費は医

療費通知作成事務経費他１件、合わせて318万7,000円

を計上いたしました。 

 152ページになります。 

 ３目健康管理費は人間ドック利用料補助金609万

2,000円を計上。 

 次に、９款１項基金積立金でありますが、財政調整

基金積立金1,000円を計上。10款１項公債費は、一時

借入金利子として６万6,000円を計上。 

 次に、11款諸支出金１項償還金及び還付金は、保険

税の還付金等で625万1,000円を計上。２項繰出金、１

目直営診療施設勘案繰出金は、へき地診療所運営費に

係る繰出金627万2,000円を計上いたしました。 

 次に、12款予備費は500万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定歳入、説明を求めます。澤

口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  直営診療施設勘定の

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。164ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款診療収入１項入院収入でありますが、

実績見込み等勘案し、867万円を計上いたしました。

前年度と比較し、180万1,000円、17.2％の減となって

おります。２項外来収入でありますが、実績見込みを

勘案し、１億673万円を計上。前年度と比較し、594万

6,000円、5.3％の減となっております。３項その他診

療収入は、出稼ぎ者健康診断料ほか３件、合わせて

1,384万4,000円を計上。 

 次に、２款使用料及び手数料１項使用料であります

が、特別室使用料ほか１件、合わせて５万円を計上。

２項手数料は、診断書作成料として50万円を計上いた

しました。３款財産収入１項財産運用収入は、財政調

整基金利子1,000円を計上。 

 ４款繰入金１項一般会計繰入金は1,000円を計上。 

 166ページになります。 

 ２項基金繰入金は、財政調整基金繰入金1,000円を

計上。３項事業勘定繰入金は627万2,000円を計上いた

しました。 

 次に、５款諸収入１項１目雑入でありますが、電話

料等及び財源調整をあわせまして、１億2,295万3,000

円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。梶谷委

員。 

○梶谷武由委員  診療収入、入院外来、両方に関わる

わけですが、山形診療所の場合も、医師の確保といい

ますか、それが時々話題になるわけですけれども、そ

の状況は明るい見通しで進むのかどうか。そのへんに

ついて、お伺いします。 

○副委員長（城内仲悦君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  山形診療所の医師の確保で

ございます。 

 現在の先生は３月末で退任したいということで、今、

お話をいただいているところでございまして、それを

受けまして、県の医師支援推進室あるいは国保連合会

等々から医師を紹介いただいて、その都度お会いした
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り、電話で連絡したりといろいろやってございます。

現実には、それから、個人でコンタクト取って来られ

たお医者さんもございます。 

 その中で、今、継続して交渉している方が、八戸市

に住所を有する方と、それから、盛岡市に住所を有す

る方と、今、交渉を進めているところでございまして、

内容が、八戸市の方は、今、勤務していて、その関係

があって、全部やっても週４日というようなお話をい

ただいておりますが、その週４日についても、今、揺

れ動いておりまして、週１日という話もございますし、

週２日というお話もございます。そうした中で、今、

いろいろと交渉している状況です。 

 それから、盛岡市の医師の方には、国保連を通じて、

今、交渉を進める、そういう状況でございます。 

 それから、岡山市の医師とは、途中までお話を進め

ていましたが、そちらについては、 終的には、来て

いただけないというような状況でございまして、今、

２人の医師と交渉を進めている状況でございます。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  地域住民の思いとすれば、医師が、

お医者さんが常時いるという安心感というのは、何も

のにもかえ難いものだというふうに思うわけです。 

 常勤の医師が確保できない場合、あるいは、毎日と

いうふうにならなかった場合に、応援の医師を確保す

る体制といいますか、そういうのについても、力を入

れて取り組んでいただきたいと思うわけですが、その

辺の応援医師という部分についてはいかがでしょうか。 

○副委員長（城内仲悦君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  それらについても、今、県

の医師支援推進室といろいろと相談しながら、医師確

保について、今、一生懸命取り組んでいるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定、歳出、給与費明細書を含

め、説明を求めます。澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  それでは、172ペー

ジをお開き願います。まず、給与費明細書についてご

説明申し上げます。 

 初めに、１特別職でありますが、比較の欄で、その

増減についてご説明申し上げます。その他の特別職、

これは、嘱託医師に係る報酬等でありますが、職員数

及び報酬について、前年度との増減はなく、共済費76

万5,000円の増となっております。 

 次に、２一般職でありますが、職員９人分、給与費、

共済費、合わせて、6,918万3,000円を計上いたしまし

た。その他の明細書につきましては、一般会計に準じ

て調整しておりますので、説明を省略させていただき

ます。 

 それでは、前に戻っていただきまして、168ページ

をお開き願います。 

 ３歳出、１款一般総務費１項施設管理費１目一般管

理費は、代診派遣医師報酬ほか４件、合わせて１億

4,130万7,000円を計上いたしました。前年度と比較し、

817万2,000円、5.5％の減となっております。２項１

目研究研修費でありますが、研究研修費ほか３件、合

わせて34万円を計上いたしました。 

 次に、２款１項医業費でありますが、１目医療用機

械器具費は、レントゲン関連機器修繕料等449万7,000

円を計上。２目医療用消耗機材費は、検査用試薬品代

等576万円を計上。３目医薬品衛生材料費は8,832万円

を計上。４目寝具費は61万2,000円を計上。この項は、

合わせて9,918万9,000円を計上いたしました。 

 170ページになります。２項給食費でありますが、

給食用器具費及び給食用賄い材料費、合わせて190万

7,000円を計上。 

 次に、３款１項１目施設整備費は57万円を計上。 

 ４款１項基金積立金は、財政調整基金積立金1,000

円を計上。 

 ５款１項公債費は、診療所整備事業債に係る地方債

元金及び利子償還金合わせて1,566万7,000円を計上。 

 ６款１項１目予備費に1,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条債務負担行為、説明を求めます。澤口

市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  第２条債務負担行為

につきましては、表によりご説明申し上げます。134

ページをお開き願います。 

 第２表債務負担行為でありますが、事業勘定の歳出

予算に関連して、国保レセプト点検経費について、地
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方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為

をすることができる事項、期間及び限度額をこの表の

とおり、定めようとするものであります。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条一時借入金、説明を求めます。澤口市

民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  129ページをお開き

願います。 

 第３条一時借入金でありますが、地方自治法第235

条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

高額を、事業勘定について6,000万円と定めようとす

るものであります。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第３号「平成27年

度久慈市国民健康保険特別会計」は、原案のとおり可

決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立多数であります。よ

って、議案第３号は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第４号 平成27年度久慈市後期高齢者医

療特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第４号「平成

27年度久慈市後期高齢者医療特別会計予算」を議題と

いたします。 

 お諮りいたします。本案は、歳入歳出別に説明を受

け、審査したいと思います。これにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入説明を求めます。澤口市

民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  それでは、議案第４

号につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げ

ます。188ページお開き願います。 

 ２歳入、１款１項後期高齢者医療保険料１目特別徴

収保険料は、１億2,978万6,000円を計上いたしました。

これは、保険料算定額から低所得者軽減額及び被扶養

者分軽減額を控除したもの、保険料見込み額に対し、

岩手県後期高齢者医療広域連合で示しました割合70％

を特別徴収分と見込んだものであり、前年度と比較し

1,152万1,000円、9.7％の増となっております。 

 ２目普通徴収保険料でありますが、現年分は保険料

見込み額の30％、5,898万3,000円を調定見込み額とし、

連合で示しました収納率98％を見込み、5,780万3,000

円。滞納繰越分は収納率50％を見込み、64万1,000円

を計上。合わせて5,844万4,000円を計上いたしました。

この項、後期高齢者医療保険料は、合わせて１億

8,823万円を計上いたしました。前年度と比較して

1,675万4,000円、9.8％の増となっております。 

 次に、２款使用料及び手数料１項手数料１目証明手

数料は、納付証明手数料1,000円を計上。２目督促手

数料は６万2,000円を計上。 

 次に、３款繰入金１項１目一般会計繰入金は、事務

費繰入金305万7,000円及び低所得者軽減額補填分とし

て、保険基盤安定繰入金１億360万7,000円、合わせて

１億666万4,000円を計上いたしました。前年度と比較

して、871万1,000円、8.9％の増となっております。 

 次に、４款１項１目繰越金は、前年繰越金1,000円

を計上。 

 ５款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目延滞金は、

保険料延滞金５万円を計上。２項償還金及び還付金、

１目保険料還付金は５０万円を計上。３項１目雑入は

1.000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  一点、お聞かせください。 

 この保険料負担のほうに係る問題であります。ご覧

のようにこの制度は、2008年に導入されて、いわゆる、

年齢で医療を差別するということで、大変な不協和を

かって、その翌年、2009年でしたか、いわゆる、特例

減免措置を設けて8.5割ないし９割の減免をもってス

タートしてきているわけですね。 
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 ところが、再来年からは、この特例減免を排除する

というような動きが出ております。もしそうなります

とですね、この、高齢者の保険料が、２倍から10倍に

もなるというふうに指摘をされているわけですが、そ

の内容をですね、全体について若干説明をしてくださ

い。 

○副委員長（城内仲悦君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  ただいまの質問でござ

いますけども、これも現在、審議しております医療改

革法の、いわゆる、医療改革法ですけども、その中で、

審議されておりまして、27年度ではなくて、委員おっ

しゃるとおり、28年度から段階的にしていこうという

方向性のみであって、まだ、正確には、それは決定に

なってございません。 

 今後どういうふうな形になるのか。直接的には、こ

の保険者である広域連合のほうが実施するものである

と認識はしておりますけども、その構成者である各市

町村等との協議においてですね、もし、その方向性が

適当でないのであれば、協議等して、今のまま７割、

本来７割でけども、それが、９割、8.5割にするとい

うような形になっておりますけども、それは、そのま

ま継続するとかですね、そういうふうな形で、今後、

協議していきたいと思います。 

 今の状況については、まだ、決定にはなっていない

というふうなことでご理解いただければと思います。

よろしくお願いします。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  答弁いただいたように、結局、２

倍から10倍になるということであれば、いわゆる、高

齢者にとっては大変な状況です。 

 基本的にはね、私ども前から言っているように、こ

の制度そのものを廃止をしてね、もとに戻せばいいと

言っているのですけども。少なくともですね、こうい

う高齢者に極端な負担増をさせるような制度の改悪だ

けはやめてくれということで、若干、答弁ありました

けども、機会を捉えて、その旨要望していくというこ

とも必要かと思うんですが、いかがでしょうか。 

○副委員長（城内仲悦君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  制度の廃止というふう

な方向につきましては、当時の政権政党の民主党さん

がそういう方針を打ち出したわけですけども、その後

に自民党さんのほうに政権がかわられまして、その廃

止の方向については見直したというふうなことで、現

在の制度の内容を不具合等があった場合はその都度改

正していくというふうな内容で進めていくというよう

なことで、現時点では、今の制度そのものの廃止とい

うふうなものは考えておりませんので、市といたしま

しても、その方向性で今後、まあ要望なり何なりして、

あくまでも、被保険者にいいような形で進めていくよ

うに要望したいと思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  190ページお開き願

います。 

 ３歳出、１款総務費１項総務管理費１目一般管理費

は事務経費261万8,000円を計上。２項１目徴収費は、

保険料の徴収事務経費50万4,000円を計上いたしまし

た。 

 次に、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金

は２億9,188万7,000円を計上いたしました。前年度と

比較して、2,548万7,000円、9.6％の増となっており

ます。 

 ３款諸支出１項償還金及び還付金１目保険料還付金

は50万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第４号「平成27年

度久慈市後期高齢者医療特別会計予算」は原案のとお

り可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立多数であります。よ

って、議案第４号は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第５号 平成27年度久慈市介護サービス

事業特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第５号「平成

27年度久慈市介護サービス事業特別会計予算」を議題

といたします。 
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 お諮りいたします。本案は、歳入歳出別に説明を受

け、審査したいと思います。これにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算歳入、説明を求めます。和野健

康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  それでは、議案第５

号につきまして、事項別明細書によりご説明を申し上

げます。200ペーをお開き願います。 

 ２歳入、１款サービス収入１項介護納付費収入であ

りますが、１目居宅介護サービス費収入は3,416万

3,000円を計上。前年度と比較して、296万2,000円、

7.9％の減でありますが、訪問介護収入ほか３件の

サービス費収入について、事業見込みを勘案し計上し

たものであります。２目居宅介護サービス計画費収入

は2,128万8,000円を計上。この項は合わせて5,545万

1,000円を計上いたしました。２項１目自己負担金収

入は365万4.000円を計上いたしました。 

 ２款繰入金１項１目一般会計繰入金でありますが、

科目存置として1,000円を計上いたしました。 

 ３款諸収入１項１目雑入でありますが、訪問、調査、

受託収入及び歳入不足に係る財源調整等して2,401万

6,000円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  １点、お聞かせください。  

 この居宅介護サービスの収入減ですね、減の基本的

な理由は何なのか。その、いわゆる、利用限度額とい

いますか、利用できるだけの活用状況は、仕組みとい

うのは、前からあるわけですが、その利用が、利用し

たくてもなかなか利用できない状況なのか。経済的な

問題が絡むのか。そのへんをどういうふうに把握して

いるか、お聞かせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  古屋敷介護支援課長。 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  ただいまの質問に

お答えをいたします。 

 サービス収入の減でございますが、これは、主に、

久慈市内で行っている介護の部分の利用料、あるいは、

利用者の減によるものでございます。 

 したがいまして、全体的なものについては、久慈市

外にも事業があるわけですので、利用限度額の減とか、

利用しないというものについては、影響はしていない

と考えております。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め、説明を求めます。

和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  それでは、206ペー

ジをお開き願います。 

 給与費明細書でありますが、１特別職につきまして

は、現状の実態により、その他の特別職の職員数９名

分、報酬、共済費、合わせて2,474万9,000円を計上い

たしました。 

 207ページになります。 

 次に、２一般職でありますが、職員１名分。給与費、

共済費、合わせて698万8,000円を計上いたしました。

その他の明細書につきましては、一般会計に準じて調

整しておりますので、説明は省略させていただきます。 

 前に戻っていただきまして、202ページをお開き願

います。 

 ３歳出、一般総務費１項施設管理費でありますが、

１目一般管理費に2,268万7,000円を計上いたしました。 

 ２款サービス事業費１項居宅サービス事業費であり

ますが、１目居宅介護サービス事業費に4,145万1,000

円を計上いたしました。２項居宅介護支援事業費であ

りますが、１目居宅介護支援事業費に1,898万4,000円

を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第５号「平成27年

度久慈市介護サービス事業特別会計予算」は原案のと

おり可決ものと決することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立全員であります。よ

って、議案第５号は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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    議案第６号 平成27年度久慈市魚市場事業特

別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第６号「平成

27年度久慈市魚市場事業特別会計予算」を議題といた

します。 

 お諮りいたします。本案は、歳入歳出別に説明を受

け、審査したいと思います。これにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。米澤

農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  それでは、議案第６

号について、事項別明細書によりご説明申し上げます。

220ページ、221ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款使用料及び手数料１項１目使用料は生

魚飼料使用料として、これまでの実績を勘案して981

万6,000円を計上いたしました。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入１目利子は、魚市

場建設基金利子３万4,000円を計上いたしました。 

 ３款繰入金１項１目一般会計繰入金は694万4,000円

を計上。これは、地方債元利償還金に向けての一般会

計からに繰入金であります。２項基金繰入金は、１目

魚市場建設基金繰入金は、科目存置として1,000円を

計上いたしました。 

 ４款１項１目繰越金は1.000円を計上いたしました。 

 ５款諸収入１項１目雑入は、財源調整として233万

4,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出。給与費明細書を含め、説明を求めます。

米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  歳出でありますが、

224ページ、225ページをお開き願います。 

 初めに、給与費明細書でありますが、１特別職は、

魚市場運営委員会委員報酬８名分４万8,000円を計上

いたしました。 

 次に、２一般職は、職員１名分の給与費、共済費、

合わせまして406万2,000円を計上いたしました。その

ほかの明細につきましては、一般会計に準じて調整し

ておりますので、説明は省略させていただきます。 

 前に戻りまして、222ページ、223ページをお開き願

います。 

 ３歳出、１款総務費１項総務管理費１目一般管理費

は、魚市場運営委員会委員報酬ほか３件、合わせまし

て1,218万6,000円を計上いたしました。 

 ２款１項公債費でありますが、１目元金は479万

4,000円を計上。２目利子は215万円を計上。この項は、

合わせまして694万4,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第６号「平成27年

度久慈市魚市場事業特別会計予算」は原案のとおり可

決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立全員であります。よ

って、議案第６号は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第７号 平成27年久慈市漁業集落排水事

業特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第７号「平成

27年久慈市漁業集落排水事業特別会計予算」を議題と

いたします。 

 お諮りいたします。第１条歳入歳出予算については、

歳入歳出別に説明を受け、審査したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入説明を求めます。米澤農

林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  それでは、議案第７

号について事項別明細書によりご説明申し上げます。

240ページ、241ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、１款分担金及び負担金１項分

担金１目漁業集落排水分担金は、現年分、滞納繰越分、
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合わせまして80万円を計上。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目漁業集落排水

使用料は、現年分、滞納繰越分、合わせまして2,676

万8,000円を計上いたしました。これらは、実績等を

勘案して計上したものであります。 

 ３款県支出金１項県補助金１目農林水産業費補助金

は、大尻地区及び白前、本波地区の整備に係る漁業集

落環境整備事業補助金１億円を計上いたしました。 

 ４款繰入金１項１目一般会計繰入金は１億476万円

を計上いたしました。 

 ５款１項１目繰越金は科目存置として1,000円を計

上いたしました。 

 ６款諸収入１項１目雑入は、久慈北道路の整備等に

係る排水処理施設移設工事保証金4,270万円ほか３件、

合わせまして１億285万8,000円を計上いたしました。 

 次のページになります。 

 ７款１項市債１目下水道事業債は9,470万円を計上

いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め、説明を求めます。

米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  歳出でありますが、

248ページ、249ページをごらん願います。 

 給与費明細書でありますが、一般職の職員２名分の

給与費、共済費、合わせまして、985万円を計上いた

しました。そのほかの明細につきましては、一般会計

に準じて調整しておりますので、説明は省略させてい

ただきます。 

 前に戻りまして、244ページ、245ページをごらん願

います。 

 ３歳出、１款１項漁業集落排水管理費でありますが、

１目総務管理費は、使用料納入奨励金20万6,000円ほ

か２件、合わせまして284万8,000円を計上。２目施設

管理費は、3,475万6,000円を計上。この項は、合わせ

まして3,760万4,000円を計上いたしました。 

 ２款漁業集落排水事業費１項１目漁業集落排水整備

費は、大尻地区及び白前、本波地区の排水処理施設の

整備及び久慈北道路の整備等に係る排水処理施設の移

設工事のため、職員給与費漁業集落排水整備事業、合

わせまして、２億8,752万3,000円を計上いたしました。 

 ３款１項公債費１目元金は7,260万5,000円を計上。

２目利子は3,215万5,000円を計上。この項は、合わせ

まして1億476万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。畑中委

員。 

○畑中勇吉委員  何点か、お聞かせいただきたいと思

いますが、まず、終末処理場。 

 終末処理場から出る排水。この水質検査を定期的に

行っているのか。また、結果は、どういうふうになっ

ているのか。 

 それから、もう一つ、本波、白前地区の集落の事業

においては、終末処理場につなぐ分と、それから、合

併浄化槽ですか。そうしたのと、複合の事業になって

おりますが、横沼の終末につながる世帯。それから、

合併浄化槽、本波等含めて、世帯数はどのようになっ

ているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  終末処理場の水質検査

の件でございますが、これは、定期的に、検査は行っ

ております。 

 水質のほうですけども、直近でございますけども、

水質の状態がよくないということで、指導を受けてお

ります。これに関しては、また、再度、処理水を採取

して、検査をして、報告するというふうになってござ

います。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  白前、本波地区が、

対象世帯数でありますけども、85戸を計画しておりま

す。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  その85戸が対象事業世帯なんですが、

このうちの、その終末につながる分と、それから、合

併浄化槽、この世帯の数。それから、合併浄化槽と終

末につなぐ、この基準ですね。この基準がどのように

なっているのか、ちょっとお尋ねしたいと思いますし、

それから、今、水質検査が指導を受けたと。よくない

というお話でしたが、私どもの、この終末処理から流

れる側溝が、色が変質して緑がかった、普通の雨水が
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流れる側溝と違った色具合になっているということも

あって、今、気にしておったんですが、どこの水質が

悪いのか。何カ所位悪いのか、もし、お聞きできたら

というふうに思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  漁業集落排水の終末

処理場につなぐ世帯と合併処理場につなぐ世帯。これ

は、ちょっと、今、手持ちの資料がありませんので、

今、資料を取り寄せてお答えしますけども。 

 その基準でありますけれども、やはり、計画区域で

はあるんだけれども、やはり、１戸２戸、そして、点

在しているといいますか、そういうところは、やはり、

合併処理浄化槽のほうでお願いするしかないと。 

 そういったことで、それは、国のほうから、そうい

った申請をして、お認めをいただくということになっ

てございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  水質がよくなかった処

理場ですけども、資料を取り寄せてお答えしたいと思

います。 

○副委員長（城内仲悦君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  実は、その水質を心配して、白前地

区のほうから横沼の終末につなぐということで、生産

部のほうから注文がついて、いろいろその部分につい

て、意見調整をした経過があると思うんですが、この

意見調整した 終的な折り合いがついたというふうに、

私は認識しているんですが、その分での経過、結果と、

そのへんを、折り合いがついているというふうに、私

は思うんですが、その内容をお聞かせいただきたいと

いうことと、もう一つは、白前、本波地区のこの事業

の 終年度が29年だったいうふうに思いますが、いろ

いろ震災絡みなんかで遅れるのではないかと、 終年

度が。そんな懸念もしておるわけですが、29年度中で、

事業完了できるのかどうか。このへんについて、お尋

ねしたいと思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、終末処理場か

ら出る排水でございますが、多分、塩素と懸念してい

るというふうに、意見交換会の中では、そういった意

見がありました。 

 ただ、処理をして、基準をクリアした形で排水して

いるところでございまして、なおかつ、海に排水され

る塩素の量というのは、本当に、海の成分からすると

微量であると。そういった状況で、ご説明はさせてい

ただいております。 

 ただし、漁業者の皆さんからは、現に、排水してい

る場所のところにおいては、前と比べて、磯焼けとか、

そんな状況が激しくなっているような気がするという

ことで、それについては、引き続き、検討させていた

だきますということでご理解をいただいているところ

でございます。 

 平成29年度までの計画となっておりますけれども、

これは、畑中委員さん、ご指摘のとおり、国の内示の

額、計画申請している額に対して、内示額がかなり落

ちてきているように思っております。 

 したがいまして、29年度、今の段階では、そこで完

了となればいいと思っておりますけれども、若干、延

びることも懸念されるのかなというふうに思っている

ところでございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  今の聞きますと、そうすれば、生産

部の役員さん方との話し合いの折り合いが、まだ、継

続している。ついてないと。継続して、もう、オー

ケーが出はったというのではなくて、気になる部分等

についての説明、説得を継続して、これから続けて、

何とか了解いただきたいというふうな経過でこれから

も進むということなんですか。 

 私は、既に、もう、了解が得て、その分については、

もう、了解済みかなというふうに思っとったんですが、

確認したいと思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  説明会、何回かやっ

ているわけでありますけども、その中で、こういった

説明をさせていただいて、ご理解をいただきたいとい

うふうにご説明しているとこでございまして、私、出

席者の中には、それで納得してないという人も、もし

かすればいるかもしれませんが、私、おおむね、ご理

解をいただいているのじゃないかというふうに思って

ございます。 

 あと、浄化槽等の世帯数でありますが、白前が７戸、

本波が３戸、これが計画区域であるんだけれども、浄

化槽で対応する世帯の戸数となっております。 

○副委員長（城内仲悦君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  １点だけ、確認のご質問をいたしま
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すけども、きのうの答弁で、この事業は、現在の整備

で、３地区ですよね。終了するということなんですが、

この、多分、大尻地区が 後になるのかなとは思いま

すけども、順調に、整備が進捗した場合に、 終年度

が、大体、どの年度を予想しておるのか、このへんを

確認しておきたいと思います。 

○副委員長（城内仲悦君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  大尻、白前、本波と

も24年度からの着手となっております。大尻地区が28

年度の完了予定。そして、白前、本波地区が29年度の

完了予定となっておりますけれども、先ほど言いまし

たように、国の配分額が、若干、減ってきているとい

うふうに捉えておりますので、１年あるいは２年、そ

ういった遅れは出るかもしれないと。 

 今、現状では、正しい計画年度は、今申し上げたと

おりでございますのでご理解をいただきたいと思いま

す。 

○副委員長（城内仲悦君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  保留になっていた水質

がよくなかった処理場でございますが、横沼、川津内

処理場と久喜処理場でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条債務負担行為、説明を求めます。米澤

農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  234ページをごらん

願います。 

 第２条債務負担行為でありますが、水洗便所改造資

金利子補給について、期間、限度額を第２表のとおり

定めようとするものであります。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条地方債、説明を求めます。米澤農林水

産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  235ページをごらん

願います。 

 第３条地方債でありますが、漁業集落排水事業につ

いて、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還金の方法を第３表のとおり定めようとするものであ

ります。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第７号「平成27年

久慈市漁業集落排水事業特別会計予算」は原案のとお

り可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立全員であります。よ

って、議案第７号は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第８号 平成27年久慈市公共下水道事業

特別会計予算   

○副委員長（城内仲悦君）  議案第８号「平成27年久

慈市公共下水道事業特別会計予算」を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。第１条歳入歳出予算については、

歳入歳出別に説明を受け、審査したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算歳入、説明を求めます。中森建

設部長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、議案第８号につ

いて、事項別明細書によりご説明申し上げます。266

ページ、267ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、１款分担金及び負担金１項負

担金１目下水道事業受益者負担金は、1,574万9,000円

を計上いたしました。前年度と比較して264万7,000円、

14.4％の減となっております。これは、平成27年度に

徴収する過年度賦課金が減少したことによるものでご

ざいます。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目下水道使用料

は、１億5,528万4,000円を計上いたしました。前年度

と比較して1,381万1,000円、9.8％の増となっており

ます。これは、供用開始区域の拡大に伴う有収水量の

伸びを勘案したことにより、増額をするものでござい

ます。２項手数料１目下水道手数料は5,000円を計上

いたしました。 
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 ３款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道事業費補

助金は、３億900万円を計上いたしました。前年度と

比較して6,145万円、24.8％の増となっております。 

 ４款繰入金１項１目一般会計繰入金は、４億9,467

万円を計上いたしました。 

 ５款１項１目繰越金及び268ページの６款諸収入１

項延滞金、加算金及び過料１目延滞金及び２目過料は、

科目存置として、それぞれ1,000円を計上いたしまし

た。２項１目雑入は１億168万6,000円を計上いたしま

した。 

 ７款１項市債１目下水道事業債は、支出予算に計上

いたしました事業のうち、適債事業について３億

3,870万円を計上いたしました。前年度と比較して

4,210万円、14.2％の増となっております。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  １点、お聞かせください。 

 この公共下水道や合併処理槽、それから、漁集とい

ろいろあるわけですが、たしか、私の記憶違いでなけ

れば、市長は、いつの時点でしたか、いわゆる、下水

道のあり方について、環境庁からの助言指導を受けて、

検討したい旨の発言があったように記憶しているんで

すが、その後、これに関わって、進展といいますか、

何か進展があればお聞かせいただければと思いますが、

いかかですか。 

○副委員長（城内仲悦君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  ただいまの件について

お答えいたします。 

 下水道整備については、新年度、平成27年度におい

て、見直しをしたいと考えております。その中で、見

直し方法について、国のほうから助言をいただいて、

コストとか、そういうものをできるだけ安く実施する

方法等について、助言を、今、いただいているところ

です。それらを踏まえながら、計画のほうは立ててい

きたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今、課長のほうからお話し

ましたとおり、処理の種類、これがさまざまございま

す。 

 先ほど言いましたように。合併浄化槽、コミュニテ

ィープラント、農集、漁集、それから、公共下水と。

これらにつきまして、国のほうからも、３省合同でど

れが一番経済的によろしいかということで、先ほども

漁集の中で、浄化槽の部分と処理場の部分があるとい

うのがありました。 

 あれは、全部ライフサイクルコストと言いまして、

運転しながら、何十年運転していけば、どれが一番安

いかというようなことを経済比較しております。下水

道の管が、大体、公共ですと、150メーター以上ある

場合は、もう、合併浄化槽のほうが安いよとか。 

 それは、地区地区、そこに何人いるかということで

違ってくるんですけれども、そういったものを、27年

度から見直しをしてまいります。今、人口減少が問題

になっておりますので、今後は、合併浄化槽のほうが

増えてくるのではないかなというふうな予想は立てて

おります。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書含め、説明を求めます。

中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  274ページ、275ページをお

開き願います。 

 給与費明細書でありますが、一般職の、総括の比較

欄でご説明を申し上げます。 

 一般職は前年度と同名の７名で、給与費、共済費、

合わせて4,760万2,000円を計上いたしました。前年度

と比較して22万4,000円の減額となっております。以

下、一般会計に準じて調整してございますので、説明

は省略させていただきます。 

 前に戻りまして、270ページ、271ページをお開き願

います。 

 ３歳出でありますが、１款１項下水道管理費１目総

務管理費は、職員給与費ほか10件で、2,930万4,000円

を計上いたしました。２目施設管理費は、下水道施設

維持管理費のほか２件で１億7,466万5,000円を計上し、

この項は、合わせて２億396万9,000円を計上いたしま

した。前年度と比較して4,951万5,000円、32.1％の増

となっております。 

 ２款下水道事業費１項下水道整備費１目環境施設費

は寺里、天神堂地区など、汚水環境整備と汚水排水に

つきましては、川貫雨水ポンプ場の整備など、汚水処

理及び浸水対策に関わる費用として３億1,136万3,000
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円を計上いたしました。 

 ２目浄化センター施設費は、施設改築、更新などに

関わる費用として３億3,205万円を計上し、この項は、

合わせて６億4,341万3,000円を計上いたしました。前

年度と比較して１億608万6,000円、19.7％の増となっ

ております。 

 ３款１項公債費１目元金は、４億3,618万4,000円を

計上いたしました。２目利子は１億3,153万1,000円を

計上し、この項は、合わせて５億6,771万5,000円を計

上いたしました。前年度と比較して1,533万円、2.6％

の減となっております。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小栁委

員。 

○小栁正人委員  それでは、１点だけ、お伺いします。 

 270ページの下段の水道下水道整備の関係に入ると

思うんですけど、川貫の雨水排水ポンプ場、現在、水

路整備やってらっしゃいまして、それ、今月いっぱい

でということで、それが順調にいっているのか。 

 それから、今年度、この中で、どの程度、どの程度

といいますか、予算ですね。そこに、川貫にかかる予

算は、どのように組んでらっしゃるのか。 

 それと、全体的な 終までの整備計画の中で、今年

度、何十％まで達成目標にされているのか、お伺いい

たします。 

○副委員長（城内仲悦君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  ただいまの件について

お答えいたします。 

 川貫地区のポンプ場でございますが、工事の進捗状

況ですけども、年度内の完成はちょっと無理というこ

とで繰り越しをお願いしております。秋までには完成

をしたいと考えております。 

 また、今年度の予算ですけども、この中には、機械

と電気設備の工事を発注する予定となっております。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条債務負担行為、説明を求めます。中森

建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  前に戻りまして、260ペー

ジをお開き願います。 

 第２条債務負担行為でありますが、第２表のとおり、

水洗便所改装資金利子補給について、その事項、期間

及び限度額を定めようとするものであります。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条地方債、説明を求めます。中森建設部

長。 

○建設部長（中森誠君）  第３条地方債でありますが。

261ページの第３表のとおり、下水道整備事業につい

て、起債の目的、その限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法を定めようとするものであります。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第４条一時借入金、説明を求めます。中森建

設部長。 

○建設部長（中森誠君）  257ページをお開き願いま

す。 

 第４条一時借入金でありますが、借入の 高額を６

億円に定めようとするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第８号「平成27年

度久慈市公共下水道事業特別会計予算」は、原案のと

おり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立全員であります。よ

って、議案第８号は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第９号 平成27年度久慈市水道事業会計

予算   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第９号「平成

27年度久慈市水道事業会計予算」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は、条ごとに説明を受け、

審査したいと思います。これにご意義ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定しました。 

 第１条総則、説明を求めます。中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  議案第９号「平成27年

度久慈市水道会計予算」について説明申し上げます。

１ページをお開き願います。 

 第１章は総則でありますが、平成27年度久慈市水道

事業会計予算を、次の第２条から第11条のとおり定め

ようとするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 第２条業者の予定量、説明を求めます。中森水道事

業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  第２条業務の予定量に

ついてご説明申し上げます。 

 上水道事業、簡易水道事業及び営農飲雑用水給水受

託事業、それぞれの事業の内訳は記載のとおりであり、

３事業合わせて、給水戸数は、１万4,879戸、前年度

と比較して48戸、0.32％の増。 

 同じく年間送配水量は、15万4,000トン、前年度と

比較して3,000トン、0.07％の減、１日平均配水量は

１万1,381トン、前年度と比較して８トン、0.07％の

減であります。 

 主要な建設改良事業につきましては、貯水及び上水

施設整備事業１億9,934万6,000円。配給水施設整備事

業５億4,179万7,000円、合わせて７億4,114万3,000円

でありますが、主に川井・関・小国に統合管理水道整

備事業、白山浄水場設備更新事業などを計画しており

ます。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 第３条収益的収入及び支出、説明を求めます。中森

水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  第３条収益的収入及び

支出についてでありますが、予算実施計画によりご説

明を申し上げます。８ページ、９ページをお開き願い

ます。 

 収益的収入でありますが、１款上水道事業収益は７

億2,410万5,000円を計上いたしました。内訳でありま

すが、１項営業収益は、１目給水収益に５億7,029万

8,000円、２目受託工事収益に6,700万円、３目その他

営業収益に加入金等670万9,000円を計上いたしました。 

 ２項営業外収益は、１目受取利息及び配当金に48万

6,000円、２目他会計補助金に1,936万7,000円、３目

長期前受金戻入に5,145万2,000円、４目雑収益に下水

道使用料等徴収事務受託収益879万1,000円を計上いた

しました。５目消費税及び地方消費税還付金は、科目

存置であります。３項特別利益は科目存置であります。 

 次に、２款簡易水道事業収益は7,830万9,000円を計

上いたしました。内訳でありますが、１項営業収益は、

１目給水収益に3,098万1,000円、２目受託工事収益に

900万円、３目その他営業収益に58万7,000円を計上い

たしました。 

 10ページ、11ページをお開き願います。  

 ２項営業外収益は、他会計補助金に、川井・関・小

国統合簡易水道整備事業に係る企業債の償還利息等に

対する一般会計補助金3,774万1,000円を計上いたしま

した。 

 次に、３款営農飲雑用水給水受託事業収益は１億

1,019万円を計上いたしました。内訳でありますが、

１項営業収益、１目給水収益に2,552万5,000円、２目

受託工事収益に、三陸沿岸道路に係る受託工事保証金

など8,400万円、３目その他営業収益に66万5,000円を

計上いたしました。 

 次に、12ページ、13ページをお開き願います。 

 支出でありますが、１款上水道事業費用は８億

2,533万5,000円を計上いたしました。内訳であります

が、１項営業費用は１目原水及び上水費に、職員給与

費、白山浄水場等の維持管理費、合わせて8,869万

4,000円を計上いたしました。２目配水及び給水費に、

職員給与費配給水施設維持管理費等１億4,880万5,000

円を計上。 

 14ページ、15ページをお開き願います。 

 ３目受託工事費に6,700万円を計上。４目総経費に、

水道事業審議会委員報酬、職員給与費、浄水器検針委

託費経費等、合わせて8,258万7,000円を計上いたしま

した。 

 16ページ、17ページをお開き願います。 

 ５目減価償却費は３億6,118万4,000円を計上いたし

ました。６目資産減耗費は科目存置であります。 
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 ２項営業外費用は、１目支払利息及び企業債取扱諸

費に、企業債利息及び一時借入金利息、合わせて

6,256万1,000円、２目消費税及び地方消費税に1,450

万円を計上いたしました。３目雑支出及び３項特定損

失、１目過年度損益修正損は科目存置であります。 

 次に、18ページ、19ページをお開き願います。 

 ２款簡易水道事業費用は9,607万7,000円を計上いた

しました。内訳でありますが、１項営業費用は、１目

原水及び上水費4,141万5,000円、２目配水及び給水費

に1,184万3,000円を計上。 

 20ページ、21ページをお開き願います。 

 ３目受託工事費に900万円。４目総経費に107万

7,000円をそれぞれ計上いたしました。２項営業外費

用は、１目償還金に、川井・関・小国統合簡易水道事

業整備事業に関わる企業債の償還利息など、簡易水道

事業債償還金3,274万2,000円を計上いたしました。 

 次に、３款営農飲雑用水給水受託工事事業費用は、

１項営業費用に１億2,128万8,000円を計上いたしまし

た。内訳でありますが、１目受託管理費に、職員給与

費、施設維持管理費、合わせて3,728万8,000円を計上。 

 22ページ、23ページをお開き願います。 

 ２目受託工事費に、三陸沿岸道路に関わる排水管移

設受託工事費など8,400万円を計上いたしました。 

 次に、４款予備費は500万円を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  16ページの減価償却費見ると、３

億6,113万4,000円出ているんですが、平成20年度と比

べると、１億1,000万円以上もここでふえているんで

すね。 

 おそらく、山形町への設備投資が中心だろうと思う

んですが、これまで、山形町に投入した事業費、幾ら

になるかというのが第１点。 

 それから、減価償却資産の主なものでいいんですが、

耐用年数を何年で見ているのか、２、３、例を示して

お示しください。 

○副委員長（城内仲悦君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  山形町に対するこ

れまでの事業を幾ら行ったかというご質問でございま

した。 

 山形町の事業は、合併してからですね。荷軽部簡水

を行っております。荷軽部簡水は、平成20年度から22

年度の３カ年で行っておりまして、７億8,577万9,000

円で実施しております。 

 先ほど、委員さんからご指摘がありましたとおり、

この荷軽部簡水の事業による減価償却費が先ほどの減

価償却費の増の一因となっております。   

 また、現在、川井・関・小国統合簡易水道整備事業

を行っておりまして、平成24年度から行っております。

平成24年度から30年度までの計画で行っておりまして、

26年度まで、約10億円の事業を行っております。 

 27年度におきましては、川井地区に、一部、供用開

始をしたいというふうな考えでおります。 

 以上でございます。 

 失礼しました。耐用年数のご質問でございました。 

 建物の場合は、７年から60年。構築物、これは、配

水管とか、そういうふうなものですが、それは、10年

から60年。大体、一番多いのが配水管でございますが、

配水管の耐用年数は40年となっております。 

 あと、機械及び装置は４年から22年。車両運搬具は

５年。工具器具類は３年から20年となっております。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  わかりました。 

 それで、もう１点は、水道料金の時効が２年ですよ

ね。２年になって久しいと思うんですが、債権は、ち

ょっと結構ですが、時効に伴っての欠損の件数と金額。

概算で結構です。わかりましたらお知らせください。 

○副委員長（城内仲悦君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  時効に伴っての不

納欠損は、ここ 近は行っておりませんで、破産によ

る不納欠損は、26年度は１人ですね、２契約分７万

8,700円の不納欠損を行っております。 

○副委員長（城内仲悦君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  説明の過程の中で、三陸沿岸道路の

移設に関わる工事と。こういうふうな話があったわけ

ですが。長内地区から宇部町に関わる分で、この沿岸

道路に関わる箇所がどことどこで、この移設工事が想

定されるのかが１点。 

 それから、２点目が、私ども、ほ場整備事業で、宇

部の約80ヘクタール。市道農道排水を含めますと、90

ヘクタールに及ぶわけですが、この工事の流れで、聞

くところによると、ほ場整備をやるのには、当然、こ
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ちらさんの水道事業との関わりがあるわけですよね。 

 工事の遅れの一部に、現場工事のほうを優先して、

こういう期間に協議したり、申請する部分の事務手続

が遅れて、ほ場整備事業の進捗状況に影響があるやに

聞いていますけども、その手続やら申請やら協議がど

んな状況にあるのか、お尋ねします。２点。 

○副委員長（城内仲悦君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  三陸沿岸道路に伴

って、配水管の支障が出て、その移設工事、場所はど

こかというご質問でございました。 

 細かくは説明はちょっと難しいんですが、市道が通

っているところには、大体、配水管がありますので、

市道とその三陸沿岸道路が交差する場所でそういうふ

うなものが発生すると考えていただければありがたい

と思います。 

 うちのほうで、今、三陸国道事務所と事前協議を進

めておりまして、約10カ所程度が、その対象になるも

のと考えております。 

 後、ほ場整備のほうでございますが、現在、県のほ

うから、何件か、おっしゃったとおり、移設の依頼が

出ておりまして、鋭意、今、それに取り組んでいると

ころでございますが、その遅れの一因になっているか

どうかまでは、すいません、把握しておりません。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  それで、実は、ほ場整備絡みでメニ

ューとしては、漁村、農村、集落もあったわけですが、

その部分ができなかったんですが、この老朽管とか、

能力をアップするかとというふうな移設やら工事の関

わりが出てきますか。それとも、工事に絡むだけの分

の移設とか改良のみになるのでしょうか。 

○副委員長（城内仲悦君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  今のご質問ですが、

うちのほうの管を新しくしたり、配水管を太くすると

かっていう工事に関わっているかというのか。それと

も、支障になったものだけが工事の対象になっている

かというご質問でございますが、支障となっている管

の移設のみが今回の対象となっております。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  道路工事の、こういう工事、公共工

事でもそうなんだけども、ある部署は改良したり、壊

したり。ある部署は普及振興を図ったり、市民から見

れば、いろいろなロスがあるんだけども、私どものが

たまたま宇部地区のほ場整備ですが、久慈市内には、

こういう都市計画事業並び、あるいは、いろいろな事

業計画の道路の改良工事等であると思うんだけども、

整合をして、老朽管なり、工事を横の連携を取って、

協議して、効率性、経費節減の発想が必要と思うんだ

けども、そのへんの考え方はどういうふうな方向で進

めようとしていますか。全体的な久慈市の計画を含め

て。 

○副委員長（城内仲悦君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  今、横の連携とい

いますか。市役所内で、例えば、道路工事とか、下水

道工事課とどのような連携を図っているかというよう

なご質問でございましたが、下水道工事とは、下水道

管をここに通します。ここに給水管が３本、４本並ん

でいます。そういうふうな場合に、下水道と連携を取

って、そこに排水管を入れて、給水管をまとめて、連

携を取って、施工している事例もございます。 

 今後も、こういうふうに横の連携を保ちながら計画

的に実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  ひとつ、そのへんは、経費節減、財

源難の中の考え方の中で重要なことだと思うんですよ

ね。ひとつ、配慮していただきたい。 

 それから、今、市道の整備で大尻川原屋敷線を工事

してもらって、大木を切ったり、搬出してもらってい

ますが、実は、あの路線がずっと久慈のほうから管が

三崎地区に集合されて、宇部町全体野田の境界まで含

めて、給水管、排水管、本管含めて、２本走っている

んですよね。水害やら、災害があったたびに、道路の

センターを給水、排水管が走ってて、露出したり、交

通止めになったり、支障を来すような構造に受けるん

です。 

 このへんを道路改良する部分と配管の敷設が、私は

場所によっては、市道のセンターを走るとこもあるや

に見るんだけれども、そのへんは、先ほどいう横の連

携の中で、水道事業者として、どういうふうな土木と

の協議がされておられますか。 

○副委員長（城内仲悦君）  中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  水道と道路事業ですけ
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れども、議員おっしゃいますとおり、大尻川原屋敷線、

こちらは水道の配水管は高圧、それから、低圧。両方、

２本、入っております。これらが、豪雨災害のときに

露出するということもありました。 

 今、現在、土木課のほうでは、大尻川原屋敷線の道

路改良に向けて、順次、事業を進めていきますので、

これからは、その中で、水道管の移設等も出てくると

思います。また、橋の敷設替え等も出てきております

ので、それらの点で調整を図りながら進めてまいりた

いと思います。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 第４条資本的収入及び支出、説明を求めます。中森

水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  第４条資本的収入及び

支出についてご説明申し上げます。 

 24ページ、25ページをお開き願います。  

 収入でありますが、１款資本的収入は７億1,388万

円を計上いたしました。その内訳でありますが、１項

起業債、１目建設改良費等の財源にあてるための起業

債に、白山浄水場設備更新事業及び川井・関・小国統

合簡易水道事業整備に係る起業債、合わせて４億

1,000万円を計上いたしました。 

 ２項補助金は、１目他会計補助金に、荷軽部地区簡

易水道事業、海水と施設整備事業などに関わる企業債

の償還元金に対する一般会計補助金9,588万円、２目

国庫補助金に川井・関・小国統合簡易水道整備事業に

係る国庫補助金１億6,000万円を計上いたしました。 

 ３項保証金は、復興関連工事に伴う排水管移設工事

など、水道施設移設保証金4,800万円を計上いたしま

した。 

 次に、26ページ、27ページをお開き願います。 

 支出でありますが、１款資本的支出は９億5,511万

3,000円を計上いたしました。前年度当初は骨格予算

であったため、前年度と比較して１億4,806万1,000円

の増となっております。その内訳でありますが、１項

建設改良費は、１目貯水及び上水施設整備費に、白山

浄水場設備更新事業及び川井・関・小国簡易水道整備

事業に係る費用を１億9,934万6,000円へ計上いたしま

した。 

 ２目配給水施設整備費に、川井・関・小国統合簡易

水道整備事業、復興関連工事に伴う排水管移設工事費、

管路情報管理システム構築業務委託費、久慈市水道事

業基本計画設計業務委託費など５億4,179万7,000円を

計上いたしました。３目営業設備費に浄水器購入経費

等174万円を計上いたしました。２項起業債償還金、

１目起業債償還金は元金償還金２億1,223万円を計上

いたしました。 

 前に戻りまして、３ページをお開き願います。 

 第４条、本文括弧書きの資本的収入額は、資本的支

出額に対し、不足する額２億4,123万3,000円は過年度

分損益勘定留保資金等で補填しようとするものであり

ます。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 第５条債務負担行為、説明を求めます。中森水道事

業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  ４ページをお開き願い

ます。 

 第５条債務負担行為でありますが、債務負担行為に

関する長所によりご説明申し上げます。34ページをお

開き願います。 

 水道管路情報管理システム構築業務委託費用に、久

慈市水道事業基本計画設計業務委託費用について、期

間及び限度額を表のとおり定めようとするものであり

ます。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 第６条起業債、説明を求めます。中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  ４ページをお開き願い

ます。第６条起業債についてご説明申し上げます。 

 起業債でありますが、白山浄水場設備更新事業及び

川井・関・小国統合簡易水道整備事業について、この

表のとおり、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法を定めようとするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 第７条一時借入金、説明を求めます。中森水道事業



－158－ 

所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  第７条一時借入金につ

いて、ご説明申し上げます。 

 一時借入金でありますが、借入限度額を１億円に定

めようとするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 第８条予定支出の括弧の経費の金額の流用、説明を

求めます。中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  ５ページをごらん願い

ます。 

 第８条予算支出の括弧の経費の金額の流用について、

ご説明を申し上げます。 

 予定支出の括弧の経費の金額の流用をすることがで

きる場合を記載のとおり定めようとするものでありま

す。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 第９条議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費、説明を求めます。中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  第９条議会の議決を経

なければ流用することのできない経費について、ご説

明を申し上げます。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経

費でありますが、職員給与費をその経費とし、記載の

とおり定めようとするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 第10条他会計からの補助金、説明を求めます。中森

水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  第10条他会計の補助金

について、ご説明申し上げます。 

 他会計からの補助金でありますが、その金額を１億

5,298万8,000円に定めようとするものであります。こ

れは、一般会計からの補助金であります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 第11条棚卸資産購入限度額、説明を求めます。中森

水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  第11条棚卸資産購入限

度額についてご説明申し上げます。 

 棚卸資産購入限度額でありますが、1,110万円に定

めようとするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。議案第９号「平成27年

度久慈市水道事業会計予算」は、原案のとおり可決す

べきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立全員であります。よ

って、議案第９号は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○副委員長（城内仲悦君）  以上で、本委員会に付託

された議案の審査は全部終了いたしました。委員各位

のご協力に対し感謝を申し上げます。 

 これで、予算特別委員会を閉会いたします。 

    午後３時23分   閉会   
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