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第19回久慈市議会定例会会議録（第４日） 

 

議事日程第４号 

平成26年９月12日（金曜日）午前10時00分開議 

 第１ 認定第１号、認定第２号、認定第３号、認定

第４号、認定第５号、認定第６号、認定第７

号、認定第８号、認定第９号（決算特別委員

長報告・質疑・討論・採決） 

 第２ 請願受理第14号（総務委員長報告・質疑・討

論・採決） 

 第３ 議案第６号、議案第７号、請願受理第13号

（教育民生委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第４ 請願受理第12号（教育民生委員長報告・質

疑・討論・採決） 

 第５ 議案第８号、議案第９号、議案第10号、議案

第14号、議案第15号、議案第16号（産業建設

委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第６ 議案第２号（質疑・討論・採決） 

 第７ 議案第３号（質疑・討論・採決） 

 第８ 議案第４号（質疑・討論・採決） 

 第９ 議案第５号（質疑・討論・採決） 

 第10 発議案第24号、発議案第25号、発議案第26号

（採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 認定第１号 平成25年度久慈市一般会計

歳入歳出決算 

  認定第２号 平成25年度久慈市土地取得事業特別

会計歳入歳出決算 

  認定第３号 平成25年度久慈市国民健康保険特別

会計歳入歳出決算 

  認定第４号 平成25年度久慈市後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算 

  認定第５号 平成25年度久慈市介護サービス事業

特別会計歳入歳出決算 

  認定第６号 平成25年度久慈市魚市場事業特別会

計歳入歳出決算 

  認定第７号 平成25年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算 

  認定第８号 平成25年度久慈市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算 

  認定第９号 平成25年度久慈市水道事業会計決算 

 日程第２ 請願受理第14号 消費税10％への引き上

げ反対の意見書を求める請願 

 日程第３ 議案第６号 家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例 

  議案第７号 特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例 

  請願受理第13号 「被災児童生徒就学支援等臨時

特例交付金」継続に向けた、国への要請を求め

る請願 

 日程第４ 請願受理第12号 手話言語法制定を求め

る意見書の提出を求める請願 

 日程第５ 議案第８号 市営住宅等条例の一部を改

正する条例 

  議案第９号 久慈湊漁港海岸災害復旧（23災第633

号防潮堤）その３工事の請負契約の締結に関し

議決を求めることについて 

  議案第10号 久慈湊漁港海岸災害復旧（23災第633

号防潮堤）その２工事の請負変更契約の締結に

関し議決を求めることについて 

  議案第14号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  議案第15号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  議案第16号 市道路線の変更に関し議決を求める

ことについて 

 日程第６ 議案第２号 平成26年度久慈市一般会計

補正予算（第３号） 

 日程第７ 議案第３号 平成26年度久慈市漁業集落

排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第８ 議案第４号 平成26年度久慈市公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議案第５号 平成26年度久慈市水道事業

会計補正予算（第２号） 

 日程第10 発議案第24号 「手話言語法(仮称)」制

定を求める意見書の提出について 

  発議案第25号 「被災児童生徒就学支援等臨時特
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例交付金」継続を求める意見書の提出について 

  発議案第26号 消費税10％への引き上げ反対の意

見書の提出について 

──────────────────── 

出席議員（23名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 下川原 光 昭君 

４ 番 上 山 昭 彦君 ５ 番 泉 川 博 明君 

６ 番 木ノ下 祐 治君 ７ 番 畑 中 勇 吉君 

８ 番 砂 川 利 男君 ９ 番 山 口 健 一君 

10 番 桑 田 鉄 男君 11 番 澤 里 富 雄君 

12 番 中 平 浩 志君 13 番 小 栁 正 人君 

14 番 堀 崎 松 男君 15 番 小 倉 建 一君 

16 番 小野寺 勝 也君 17 番 城 内 仲 悦君 

18 番 下 舘 祥 二君 19 番 中 塚 佳 男君 

20 番 八重櫻 友 夫君 21 番 髙屋敷 英 則君 

22 番 宮 澤 憲 司君 23 番 大 沢 俊 光君 

24 番 濱 欠 明 宏君  

欠席議員（１名） 

３ 番 藤 島 文 男君  

──────────────────── 

事務局職員出席者 

事務局長 大 森 正 則 事務局次長 嵯 峨 一 郎
議事グループ 
総 括 主 査 田 髙  慎 

議事グループ 
主 任 長 内 紳 悟

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 遠藤 譲一君 副 市 長 中居 正剛君

総 務 部 長 勝田 恒男君 総合政策部長 一田 昭彦君

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

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

山形総合支所長 中新井田欣也君 会 計 管 理 者 鹿糠沢光夫君

教 育 委 員 長 鹿糠 敏文君 教 育 長 加藤 春男君

教 育 次 長 小倉 隆喜君 監 査 委 員 石渡 高雄君

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

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 泉澤 民義君

教 育 委 員 会 
総務学事課長 夏井 正悟君

監査委員事務局長 田端 正治君   

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから本日の会議を

開きます。欠席通告は藤島議員よりありました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（八重櫻友夫君）  諸般の報告をいたします。

議員発議案３件をお手元に配付してあります。 

 次に、監査委員から財政援助団体等監査結果の報告

１件が提出されており、お手元に配付してあります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

発議案第24号 

「手話言語法(仮称)」制定を求める意見書の提出

について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年９月12日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

「手話言語法(仮称)」制定を求める意見書 

 2006（平成18）年12月に国連総会で採択され、2008

（平成20）年発効した「障害者権利条約」第２条には、

「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声

言語をいう。」と定義され、手話が言語であると国際

的に認知された。 

 国内では、2011（平成23）年８月に一部改正された

「障害者基本法」第３条第３項において、「全て障害

者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意

思疎通のための手段についての選択の機会が確保され

るとともに、情報の取得又は利用のための手段につい

ての選択の機会の拡大が図られること。」と定められ、

同法第22条において、国及び地方公共団体に対し、障

がい者の情報取得や意思疎通を図ることができるよう

にするため、情報提供施設の整備や意思疎通仲介者の

養成・派遣等が図られるよう必要な施策を講じること

を義務づけていることから、手話が音声言語と同様な

言語であることを広く国民に示し、日常生活、就労、

教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーシ

ョンが万遍なく保障され、手話を必要とする人が自由

に社会に参加できる環境整備に向けた法整備を国とし

て実現することが必要であると考える。 

 手話は、日本語を音声ではなく手や指、体などの動
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きや顔の表情を用い、独自の語彙や文法体系でもって

表現する言語であり、手話を使用する聴覚障がい者

(児)にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様、大

切な情報獲得とコミュニケーションの手段として極め

て重要な役割を担っている。 

 2013（平成25）年６月に成立した「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律」は、障害者基本法

の基本的な理念にのっとり、障がいを理由とする差別

を受けることなく、全ての国民が相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現を目指している。 

 よって、国会及び政府は、下記の内容を盛り込んだ

「手話言語法(仮称)」を制定するよう強く要望する。 

記 

１ 聴覚障がい者の家族や身近な人たちに、手話に関

する情報提供を行うとともに、手話を身につけ、手

話で学べ、自由に手話が使用することのできる教育

環境づくりを進めること。 

２ 手話が音声言語と同様な言語であることを広く示

すとともに、国民が手話に触れ、手話を習得できる

ための環境づくりを進めること。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提

出する。 

  平成26年９月12日 

岩手県久慈市議会    

議長 八重櫻 友 夫  

 衆議院議長  殿 

 参議院議長  殿 

 内閣総理大臣 殿 

 文部科学大臣 殿 

 厚生労働大臣 殿 

 内閣官房長官 殿 

──────────────────── 

 〔参 考〕 

発議案第25号 

「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」継続

を求める意見書の提出について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年９月12日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」継続

を求める意見書 

 東日本大震災から３年が経過しました。東日本大震

災で被災をし、経済的理由により就学等が困難な子ど

もを対象に、国による就学支援等が行われています。 

 幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学級・学

校、私立学校、専修学校・各種学校に対して自治体が

実施している既存の就学支援事業等において、震災に

より、対象者増や単価増が見込まれるため、自治体の

新たな負担を全額国費で国が負担・支援するもので、

2011年度の国の補正予算において、2014年度まで必要

な支援ができるよう「被災児童生徒就学支援等臨時特

例交付金」が創設された経緯があります。 

 事業対象の子どもの数は全国で、2011年度67,639人、

2012年度58,352人、2013年度52,436人となっており、

久慈市においても、2014年度小中学生60人以上が対象

児童生徒となっており、支援の継続が必要な状況とな

っています。学校現場からも2014年度で終了すること

のないよう制度の継続を強く望む声が届いています。 

 こうした状況をふまえ、経済的に困窮している家庭

の子どもたちの就学・修学が保障されるよう、下記事

項が実現されるよう強く要望します。 

記 

１ 東日本大震災によって経済的に困窮している家庭

の子どもたちの就学・修学を保障するため、引き続

き、2015年度以降も全額国費で支援する「被災児童

生徒就学支援等臨時特例交付金」を継続すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提

出する。 

  平成26年９月12日 

岩手県久慈市議会    

議長 八重櫻 友 夫  

 衆議院議長  殿 

 参議院議長  殿 

 内閣総理大臣 殿 

 文部科学大臣 殿 

 総務大臣   殿 

 財務大臣   殿 
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 復興大臣   殿 

──────────────────── 

 〔参 考〕 

発議案第26号 

消費税10％への引き上げ反対の意見書の提出につ

いて 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年９月12日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

消費税10％への引き上げ反対の意見書 

 本年４月より消費税率が８％となり、住民の生活と

景気に大激震を与えています。 

 総務省が発表した５月の家計調査では、消費支出が

前年同月比8.0％減り、減少率は４月の4.6％から拡大、

東日本大震災があった2011年３月のマイナス8.1％以

来の落ち込みとなり、増税による深刻な影響は誰の目

にも明らかです。 

 それにもかかわらず、政府は夏場に向けて経済を強

め、その夏場の経済指数を踏まえて12月初旬にも来年

10月からの消費税10％を決定するとしています。 

 しかし、たとえアベノミクスによってマクロ的経済

指標が上向くことがあっても、経済格差の広がりは顕

著であり、中小企業・労働者を土台とする国民経済は、

一方で年金等社会保障削減の影響を受け、さらなる消

費税増税は一層の深刻な消費不況を招き、地域経済に

計り知れない影響を与えることは必至です。それは全

体としての税収減を招き、財政再建にもまったく逆行

します。 

 これ以上の消費税増税は、地域の中小企業倒産、失

業者増大などの地域経済の壊滅的打撃を与えます。 

 こうした状況をふまえ、下記事項が実現されるよう

強く要望します。 

記 

１ 消費税10％への引き上げをしないこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提

出する。 

  平成26年９月12日 

岩手県久慈市議会    

議長 八重櫻 友 夫  

 内閣総理大臣 殿 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 認定第１号、認定第２号、認定第

３号、認定第４号、認定第５号、認定第６号、

認定第７号、認定第８号、認定第９号   

○議長（八重櫻友夫君）  これより、本日の議事日程

に入ります。日程第１、認定第１号から認定第９号ま

での９件を議題といたします。 

 以上に関し、委員長の報告を求めます。畑中決算特

別委員長。 

    〔決算特別委員長畑中勇吉君登壇〕 

○決算特別委員長（畑中勇吉君）  本定例会において、

決算特別委員会に付託されました認定第１号から認定

第９号までの平成25年度久慈市一般会計歳入歳出決算

各特別会計歳入歳出決算及び水道事業会計決算の計９

件について、去る９月９日と10日の２日間にわたり、

委員会を開催し、審査いたしましたのでご報告申し上

げます。 

 本委員会では、各般にわたり、活発な質疑、答弁が

交わされたところでありますが、本特別委員会は、議

長及び議会選出の監査委員を除く全議員で構成された

委員会であり、委員会における質疑、答弁など詳細な

審査経過につきましては各位の承知するところであり

ますので、その結果についてご報告を申し上げます。 

 まず、認定第１号「平成25年度久慈市一般会計歳入

歳出決算」、認定第３号「平成25年度久慈市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算」及び認定４号「平成25年

度久慈市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算」の３

件は採決の結果、いずれも賛成多数をもって、原案の

とおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定２号「平成25年度久慈市土地取得事業特

別会計歳入歳出決算」、認定第５号「平成25年度久慈

市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算」、認定第

６号「平成25年度久慈市魚市場事業特別会計歳入歳出

決算」、認定第７号「平成25年度久慈市漁業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算」、認定第８号「平成25年

度久慈市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算」及び

認定第９号「平成25年度久慈市水道事業会計決算」の
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６件は、採決の結果、いずれも全員異議なく、原案の

とおり認定すべきものと決しました。 

 以上で委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論の通告がありますので発言を許します。

16番小野寺勝也君。 

    〔16番小野寺勝也君登壇〕 

○16番（小野寺勝也君）  認定第１号「平成25年度一

般会計歳入歳出決算」に反対の討論をいたします。な

お、特別会計決算とも関連することから特別会計決算

にも言及をいたします。 

 反対の第１の理由は、防災公園建設問題であります。 

 この問題は、昨年６月市議会の補正予算に計上され、

これまで毎議会で議論されてきました。建設予定場所

の旭町・大崎地区は地すべり地形で、やませの影響が

特にも強いことからなどから、建設場所としてはふさ

わしくないことは周知のことであります。 

 旭町・大崎地区に固執するために、建設場所の変更

ができない。防災公園は、緊急避難場所との併設が国

の条件という嘘の答弁、説明を繰り返してきたのであ

ります。 

 これほどの驚愕の事態は、久慈市政で60年の歴史の

中でも初めてのことではないでしょうか。真実の前に

は謙虚であるべきです。嘘の答弁、説明を繰り返し、

市政を困難に陥れた当事者は、今からでも説明責任を

果たし、市民と議会に対し謝罪することを強く求める

ものであります。 

 反対の第２の理由は、森のトレー問題です。この問

題は、平成10年にいわて森のトレー生産協同組合が、

国・県から、15億3,478万円の補助を受け、事業を着

手するも、平成12年８月には事業中断し、国・県から

補助金返還を求められ、窓口となった久慈市が岩手県

から返還を求められているものであります。 

 これまでの市当局の説明は、組合には裁判費用すら

なく、市が負担せざるを得ないということで、実際、

市が裁判費用を負担してきました。しかし、組合の理

事長は、市内外の28カ所に不動産を有していましたが、

操業中断前後には19カ所の不動産を処分しています。 

 今議会で明らかにされたように、債務を認めながら

も、事務的整理にも応じようとしないなど、不誠実な

ものであります。裁判費用さえないと認めながら、こ

の問題を野ざらし状態にしてきた責任は重大でありま

す。債権回収はもとより、問題の解明、責任の所在を

明らかにするよう求めるものであります。 

 反対の第３の理由は、国保税の問題です。 

 国民健康保険加入者の54.32％が所得100万円以下、

76.66％が所得200万円以下の世帯であります。所得に

占める国保税の負担率は、平成20年度で12.8％、平成

25年度では13.9％と負担率が重くなってきています。

これでも、国保税は高くないと言うのでしょうか。市

民に心を寄せた対応を望みます。もちろん、この問題

の核心は、負担をかつての半分以下にも減少させた政

府の責任が極めて大きく、政府に対し強く改善を求め

るものであります。 

 反対の第４の理由は、後期高齢者医療費制度の問題

であります。病を治しながら、長生きすることが悪い

のでしょうか。 

 高齢者の医療を抑制をし、差別する制度は日本の文

化とは相容れないものであります。政府に、お年寄り

を差別する医療制度の廃止を求めるものであります。 

 以上、申し述べて反対の討論といたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 

    〔１番梶谷武由君登壇〕 

○１番（梶谷武由君）  認定第１号「平成25年度久慈

市一般会計歳入歳出決算」に反対の討論を行います。 

 反対の大きな理由は、いわて森のトレー生産協同組

合からの債権回収に向けた対応の問題です。同組合は、

林業構造改善事業を導入し、約15億3,000万円の補助

金交付を受け事業を開始しましたが、目標どおりの製

品がつくれなかったことや、販売不振により事業中断

に追い込まれました。また、金融機関から融資を受け

る際に、補助金を活用していた財産資産に抵当金を設

定したことが会計検査院から指摘され、補助金返還命

令の一因となりました。 

 久慈市は、同組合に補助金返還を求めましたが、こ

れまでも、１円も補助金返還は行われていません。補

助金返還命令が出てから10年以上経過しているわけで

すが、平成25年度においても、一般質問等の際に、組

合との直接交渉による返還請求に取り組んでいる。組

合の返還資力の有無と、法的回収の可否について、岩

手県及び弁護士と協議を重ねているとの答弁の繰り返
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しで、補助金返還に向けた見通しが明らかにされませ

んでした。平成25年度決算の認定に当たって、年度内

における取り組みが不十分であると指摘せざるを得ま

せん。 

 市民や県民が納得できる形で解決策をさぐる必要が

あると考えます。今議会での一般質問に対し、法的手

段を含め本年度中に方向性を決めたいと、一歩踏み込

んだ考えが明らかにされました。防災公園整備事業な

どの問題もありますが、東日本大震災からの復旧・復

興をはじめ、市民生活の向上に向けた事業など評価す

べき項目も多々ありますが、以上を申し上げ反対討論

といたします。 

 議員各位のご賛同をお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

    〔24番濱欠明宏君登壇〕 

○24番（濱欠明宏君）  私は、認定第１号「平成25年

度久慈市一般会計歳入歳出決算」に反対の討論を行い

ます。 

 平成23年３月11日、発災しました1,000年に一度の

この大津波。それまでなされていました整備計画の大

きく変わらなければならない事態となったわけであり

ます。特にも、平成23年２月には、野球場建設が候補

地として、南田地区を候補地の１番として、この計画

が庁議で決定し、そして、議会にも報告されました。 

 その１カ月後の３月11日、津波により、この計画が

大幅にいわゆる後退した。しかし、当時の教育委員会

の答弁は、防災機能を兼ね備えた野球場ということで

説明がなされたわけですけれども、平成25年６月議会

において、一般会計補正予算２億1,200万円が措置さ

れるに当たって、いわゆる、久慈市防災拠点施設整備

事業として防災機能を備えた野球場ではなく、総合防

災公園の中に、いわゆるスポーツ施設をつくる、そう

いったイメージ図が26年３月の広報に載ったのであり

ます。 

 そして、今や、この野球場建設については、恐らく

平成28年度において、現在の下水道の終末処理場に仮

設球場があるわけですけども、その仮設球場の解体に

よって、久慈市には、平成29年度、野球場がない事態

が出現するものであります。 

 野田あるいは洋野町の野球場整備については、当時

は、地域総合整備特例債を使って、野球場を建設した

と聞いております。しかし、この事業も2001年に廃止

し、そういった環境の中で、23年２月、野球場建設に

向けて大きく前進したのでありますが、しかし、財政

の財源措置については、まだ未着手でありました。 

 そして、今回の議会の一般質問において、この3月

１日号のイメージ図ポンチ絵でありますが、スポーツ

市民の憩いの場として、公園内ではサッカーやフィー

ルドアスレチック、スポーツ活動や野外活動、いわゆ

る教育委員会の所管にかかわらず、このイメージ図に

は教育委員会が全く関与してないということも明らか

になりました。 

 そして、そもそも、この久慈市防災拠点施設整備事

業は、後方支援拠点として、この事業が当初推進され

たのでありますが、県の後方支援拠点施設には、結果

として久慈市は外れたのであります。そして、県は、

既存の施設を中心として、この後方支援拠点施設場所

を指定したのであります。 

 久慈市においても、津波の際には、平沢、そして、

アンバーホール等、市役所もですけれども、福祉の村

等々後方支援部隊が集結し、そして、救援に当たって

いただきました。 

 私は、今も、この後方支援拠点施設については、既

存の設備をまずもって指定し、災害は津波だけではあ

りません。この間の広島にあったように土石流も発生

しました。私は、この旭町・大崎に候補地を選定した

25年６月議会において、なお調査が必要であるという

観点から、この補正予算の議決に対しては離席をした

のであります。 

 そして、その後の26年度の一般会計予算においても、

私は、これらのことについて検証すべきだというよう

なことから、アジア航測の参考人招致、あるいは、委

員会討議等提案したのでありますけれども、委員長の

動議の運営によって、それらも残念ながら実現するこ

とが至らなかったわけであります。 

 そして、ことしの総合防災公園事業について、平成

26年５月26日に、久慈市議会議員全員協議会に、新市

長の方針、これまでの経緯、今後の方針が示されまし

た。その中で、遠藤市長は、今後の事業の方針として

は総合防災公園整備事業の基本的な考え方として、本

当に必要なものを 小限の経費で整備するという方針

に切りかえました。 

 もしも、遠藤市長でなく、引き続き、前市長が担っ

ているならば、当初14億円の復興枠、さらに、48億円
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の事業費が、この時点では、復興枠18億円、総合整備

事業の予算が55億円というとてつもなく膨らむ予算と

なり、それが執行されていくとすれば、私は今でもぞ

っとしております。 

 そういった意味で、行政の継続性の中にあって、新

市長によって、必要なものを 小限で整備するという

ふうなことで、園路あるいは避難場所を設置するとい

うことでありました。ほっとしたわけでありますが、

平成25年度の当時の執行は、今なお、説明不足であり、

あの地すべり地帯に防災総合公園をつくるということ

の異常については、いまだ、到底納得できるものでは

ありません。 

 また、第２期中心市街地活性化基本計画であります

けれども、これも、進め方としては、いわゆる駅ビル

解体ありきという図面が議会に示されました。 

 東側と西側の東西交流のアクセスが大きな課題であ

りますが、その課題はさておいて、とにかく駅ビルを

解体する、そういった図面が提示され、今回、またこ

れらも遠藤新市長によって、市民へのアンケート等、

そして、その結果、公の施設以外のものを市民が多く

求めているというようなことで、この補助金の申請に

ついて見送ったところであります。 

 三鉄が将来、一貫経営されるときに、この久慈の正

面玄関のありようについても、ＪＲとよく相談しなが

ら、将来に向けた100年の体系を、今こそ、新市長の

手で行っていただきたい。この第２期中心市街地活性

化基本計画も、当初18億円という事業費であります。

先ほどの総合防災公園55億円、そして18億円、とてつ

もない金額が起債をなされて運営される。 

 少子高齢化に向けて起債を制限して、これからの子

供たちにとって、起債を少なく渡すことこそ、大切な

使命でありますけれども、残念ながら、25年度におい

てはそういう方向性がなかった。これらについても、

私としては非常に残念であります。 

 そしてまた、森のトレー、梶谷さんからも小野寺さ

んからも言われましたが、これについては、当初、山

内市長が県議会議長当事に、当時の農林水産大臣に陳

情し、そして、これらの事業もスタートしたわけであ

りますが、終局において、この回収措置については、

結果として、まさに１円も回収することなく、その職

を去ったのであります。 

 25年度の任期の 終に当たって、私どもが提案して

いました法的措置について、措置をして、そして、26

年度に望めることが、私としては望ましい姿だったわ

けですけれども、それすらなされなかった。この森の

トレーの回収問題についても、この25年度、私にすれ

ば残念な結果であります。 

 さらに、除雪問題であります。山根地区で予想外の

大雪のため家が１軒焼けてしまいました。もし、救急

車を要する命だったらどうでしょう。救急車が行けな

い。予想外の大雪のために救急車が行けない。そして、

もし命がその結果亡くなったとしたら、まさに私は行

政の責任は大である。 

 しかも、これまで除雪については、業者と契約をし

ながら、ある程度の積雪が降ったら、速やかに除雪を

してもらうというのがこれまででしたが、25年度にお

いては、パトロールをしてその結果、除雪を業者に要

請するという仕組みにかわった。このことが、私は大

きな要因ではなかったろうかと。この点についても、

今後の行政においては、善処してほしいと思っている

わけでありまして、この除雪対策についても、25年度、

大変残念な結果だったわけであります。 

 いずれにしましても、平成25年度の市政の運営は、

まさに、議会に対する説明不足の中に進められてきた。

しかし、市民の英断によって、今回、遠藤市長が当選

したことによって、これらも見直す機会が出たという

ことに安堵を覚えながら、私としては、平成25年度の

一般会計決算について、反対の討論を終わりたいと思

います。 

 議員各位の賛同を心からお願いを申し上げまして私

の討論といたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ほかに討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論を終了いたします。 

 それでは採決いたします。まず、認定第１号「平成

25年度久慈市一般会計歳入歳出決算」を採決いたしま

す。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立多数であります。よっ

て、認定第１号は認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第２号「平成25年度久慈市土地取得事業

特別会計歳入歳出決算」、認定第５号「平成25年度久
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慈市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算」、認定

第６号「平成25年度久慈市魚市場事業特別会計歳入歳

出決算」、認定第７号「平成25年度久慈市漁業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算」、認定第８号「平成25

年度久慈市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算」及

び認定第９号「平成25年度久慈市水道事業会計決算」

を一括採決いたします。 

 以上、６件は委員長の報告のとおり、認定すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、認定第２号及び認定第５号から認定第９号までの

６件は、認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第３号「平成25年度久慈市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算」を採決いたします。本件は、

委員長の報告のとおり、認定することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立多数であります。よっ

て、認定第３号は認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第４号「平成25年度久慈市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算」を採決いたします。本件は、

委員長の報告のとおり、認定することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立多数であります。よっ

て、認定第４号は認定することに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 請願受理第14号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第２、請願受理第14号

を議題といたします。本件に関し、委員長の報告を求

めます。砂川総務委員長。 

    〔総務常任委員長砂川利男君登壇〕 

○総務常任委員長（砂川利男君）  本定例会において、

総務委員会に付託されました請願受理第14号「消費税

10％への引き上げ反対の意見書提出を求める請願」に

ついて、去る９月５日に委員会を開催し、審査いたし

ましたので、その結果と概要についてご報告申し上げ

ます。 

 本請願は、本年４月１日に消費税率が８％へ引き上

げられ、長引く不況に加え、物価上昇、収入減、社会

保障削減の３重苦を強いられており、地域経済を根本

から壊す大増税負担増を到底認めることはできず、政

府に消費税10％への引き上げ反対の意見書の提出を求

めるものであります。なお、審査に当たっては、請願

者からの意見陳述を受けた上で、質疑を行い、また、

質疑の中では議員間討議を行ったところであります。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、消費税の一番の問題点について尋ねたところ、

消費に対して課税することは、生活に対して課税する

ことであり、税制としてあるべき姿なのかという疑問

がある。また、一般家庭では、収入と支出のバランス

の問題でもあり、本年は住民税の増税などにより、支

出がさらにふえていることを実感しているとの説明が

ございました。 

 また、ぜいたく品に限定して課税する考え方につい

て尋ねたところ、イギリスでは、生活必需品は非課税

であり、消費税も国民との信頼関係が保たれるような

仕組みをつくっていくことが大事だという説明がござ

いました。 

 また、中小企業への影響について尋ねたところ、納

税義務者は事業者であり、売り上げが厳しい中での増

税はさらに収入が落ち込むことにもなり、多くの事業

者は苦慮している。また、一方で、大企業は、過去25

年間、一度も消費税を導入したがことなく、このよう

な状況を改善しないと不公平感が解消されないのでは

ないかと説明がありました。 

 このほか、所得水準と負担割合の考え方について、

消費税と雇用の関係などについて質疑、説明が交わさ

れたところであります。また、議員間討議では、軽減

税率の導入の必要性について、増税に賛成する方の意

見を尊重することや、増税しない場合の財源確保につ

いて、法人税率の引き下げによる税制の不公平感など

について議論が交わされたところであります。 

 採決の結果、本請願は全員異議なく採択すべきもの

と決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。それ
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では、採決いたします。請願受理第14号「消費税10％

への引き上げ反対の意見書を求める請願」については、

委員長の報告のとおり、採択することに賛成する諸君

の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、請願受理第14号は採択と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第６号、議案第７号、請願受

理第13号   

○議長（八重櫻友夫君）  次に、日程第３、議案第６

号、議案第７号及び請願受理第13号を議題といたしま

す。以上３件に関し、委員長の報告を求めます。下川

原教育民生委員長。 

    〔教育民生常任委員長下川原光昭君登壇〕 

○教育民生常任委員長（下川原光昭君）  本定例会に

おいて、教育民生委員会に付託されました議案２件、

請願２件について、去る９月５日に委員会を開催し、

審査いたしましたので、そのうち議案第６号、議案第

７号、請願受理第13号について、その概要と結果をご

報告申し上げます。 

 まず初めに、議案第６号「家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例」について申し上

げます。 

 本条例は、「子ども・子育て支援法及び就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な推進に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律」の施行により、児童福祉法の改正に

伴い、平成27年度から開始予定の子ども・子育て支援

新制度に向けて、国の基準を踏まえ、市町村が条例で

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準、いわ

ゆる、小規模な保育に関する認可基準を定めるとされ

たことから、当市としての基準を制定しようとするも

のであります。 

 本条例では、家庭的保育事業等の各類型における職

員の資格や人数、事業所の設備・面積などの基本的な

基準を制定しております。基準の検討に当たっては、

事業関係者への説明会や児童福祉審議会の場において

意見等を伺い、市としては、国の基準に準拠して、基

準を定めようとするものであるとの当局からの説明が

ありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、現在、久慈市内にこれらに類似した事業はど

れくらいあり、またその規模はと、ただしたのに対し、

事業所内保育事業については１件あり、その規模は30

名程度である。 

 家庭的保育事業に近いものとしては、ＮＰＯ法人等

で預かり保育等を行っているところがある。また、小

規模保育事業、居宅訪問型保育事業については、現状

では該当がないと捉えているとの答弁がありました。 

 次に、保育を行う者の基準が事業の内容により、片

や保育士、片や研修を修了した者では保育内容に格差

が出るのではないかとただしたのに対し、多様な保育

ニーズに対応するため、さまざまな場所での保育が可

能になるようにとの趣旨から、このような基準になっ

ているものと捉えており、研修については、各市町村

でばらつきがないよう県にも要望し、いずれ、適切な

内容での研修の実施に努めていきたいとの答弁があり

ました。 

 そのほか、児童数が少ない保育園に対する本基準の

適用について、へき地保育所の休園との整合性につい

てなどの質疑、答弁が交わされたところであります。

採決の結果、議案第６号は、賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第７号「特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」につ

いて申し上げます。本条例は、子ども・子育て支援法

の施行に伴い、平成27年から開始予定の子ども・子育

て支援新制度に向けて、国の基準を踏まえ、市町村が

条例で、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準、いわゆる、子ども・子育て支援

新制度において、給付の対象として確認を受けるため

の運営基準を定めることとされたことから、当市とし

ての基準を制定しようとするものであります。 

 本条例では、各施設・事業の利用定員の基準、運営

や管理に関する基準、教育・保育の提供に伴う基準な

どを規定しております。基準の検討に当たっては、事

業関係者への説明会や、児童福祉審議会の場において

意見等を伺い、市としては、一部を除き、国の基準に

準拠して基準を定めようとするものであるとの当局か

らの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 新制度における利用者側から見た有利性と、運営者

側から見た有利性はとただしたのに対し、保育所を利
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用する家庭にとっては、制度の大きな変化を実感する

ことは少ないと思うが、認定こども園を利用する家庭

にとっては、保育に欠ける欠けないにかかわらず、利

用できることから制度の変化を感じることができると

思う。また、運営者にとっては、大方の保育園では、

運営費が若干ふえるものと思われ、多少の改善がある

ものと捉えているとの答弁がありました。 

 そのほか、市内施設の認定こども園への移行につい

て、市内の待機児童の現状、見込みについてなどの質

疑答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第７号は賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、請願受理第13号「被災児童生徒就学支援等臨

時特例交付金継続に向けた国への要望を求める請願」

について申し上げます。 

 本請願は、東日本大震災で被災をし、経済的理由に

より、就学等が困難な子供を対象に、2011年度より国

による就学支援等が行われているが、引き続き、2015

年度以降も全額国費で支援する被災児童生徒就学支援

等臨時特例交付金を継続するよう、国に対して要望し

てほしいというものであります。 

 審査に当たりましては、請願者からの意見陳述を受

け、また、当局からも出席をいただき、審査したとこ

ろであります。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 久慈市における交付対象となる児童生徒の人数につ

いて尋ねたのに対し、今年度、岩手県内においては約

3,500名、久慈市においては小学生43名、中学生21名

の計64名が対象となっており、そのうち38名が交付申

請をしている状況であるとの説明がありました。その

ほか、被災者の子供への支援について、来年度の国の

動向に把握状況についてなどの質疑、答弁、説明が交

わされたところであります。 

 採決の結果、請願受理第13号は全員異議なく採択す

べきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。 

 まず、議案第６号「家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例」について採決いたしま

す。本案については、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立多数であります。よっ

て、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号「特定教育保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例」につい

て採決いたします。 

 本案については、委員長の報告のとおり可決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立多数であります。よっ

て、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、請願受理第13号「被災児童生徒・就学支援等

臨時特例交付金継続に向けた、国への要請を求める請

願」について採決いたします。 

 本件については、委員長の報告のとおり採択するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、請願受理第13号は採択と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 請願受理第12号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第４、請願受理第12号

を議題といたします。なお、本請願に係る委員長報告

において、手話による同時通訳をさせていただきたい

との委員長からの申し出がありましたので、これを許

可し入場を許します。 

 本請願に関し、委員長の報告を求めます。下川原教

育民生委員長。 

    〔教育民生常任委員長下川原光昭君登壇〕 

○教育民生常任委員長（下川原光昭君）  本定例会に

おいて、教育民生委員会に付託されました請願受理第

12号「手話言語法制定を求める意見書の提出を求める

請願」について、その概要と審査結果についてご報告

申し上げます。 

 本請願は、手話が音声言語と対等な言語であること

を広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、
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手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語

として普及、研究することのできる環境整備を目的と

した「手話言語法」を制定するため、国に対して意見

書を提出してほしいというものであります。 

 審査に当たりましては、請願者からの意見陳述を受

けた上で質疑を行い、また質疑の中では議員間討議を

行ったところであります。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、市内の公共施設に手話通訳ができる人は配置

されているのかと尋ねたのに対し、県北広域振興局内

には手話通訳者が１人いるが、市役所内には手話通訳

をできる方がいない。また、県立久慈病院にも通訳者

は配置されていないため、ろうあ者から依頼があった

場合には、振興局の担当者が同行する形をとっている

との説明がありました。 

 次に、手話言語法制定に向けた意見書の提出状況が、

他の都道府県に比べ岩手県ではおくれていると思うが、

その原因はと尋ねたのに対し、岩手県での手話言語法

制定に向けた取り組みのきっかけは、平成26年３月30

日に開催された会議であり、それまでは積極的な活動

をしていなかった。その会議を受け、県内の各地区で

準備を始めたため、他の都道府県に比べるとおくれて

いる状況にあるとの説明がありました。 

 そのほか、そうあ者自身が手話を身につける方法に

ついて、手話通訳者の資格を取得する流れについて、

行政機関への要望事項について、市内の聴覚障がい者

の人数についてなどの質疑、説明が交わされたところ

であります。 

 議員間討議においては、本請願は聴覚に障害のある

方が暮らしやすい社会を実現するための第１歩として

非常に意義のある請願であり、久慈市議会においても

力になっていきたいとの意見が出されました。 

 採決の結果、請願受理第12号は、全員異議なく採択

すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。請願受理第12号「手話

言語法制定を求める意見書の提出を求める請願」につ

いては、委員長の報告のとおり採択することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、請願受理第12号は採択と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第８号、議案第９号、議案第

10号、議案第14号、議案第15号、議案第16号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第５、議案第８号から

議案第10号まで及び議案第14号から議案第16号までを

議題といたします。 

 以上６件に関し、委員長の報告を求めます。木ノ下

産業建設委員長。 

    〔産業建設常任委員長木ノ下祐治君登壇〕 

○産業建設常任委員長（木ノ下祐治君）  本定例会に

おいて、産業建設委員会に付託されました議案６件に

ついて、去る９月５日に委員会を開催し、審査いたし

ましたので、その概要と結果についてご報告いたしま

す。 

 なお、委員会では審査に当たり、議案第９号、議案

第10号、議案第14号、議案第15号及び議案第16号の５

件について、現地調査を実施したところであります。 

 初めに、議案第８号「市営住宅等条例の一部を改正

する条例」について申し上げます。 

 本条例は、老人・身体障害者等とあわせて、特に居

住の安定を図る必要がある者として条例中で引用して

いる「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律」の一部改正法が昨年

12月公布となり、本年10月１日から施行されることに

伴い、所要の整理をするものであります。 

 具体的な内容でありますが、条例の第６条、入居者

の資格の第２項第５号で引用している法の名称を「中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律」から「中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、さら

に今回の法改正では、支援給付の対象となる配偶者が

特定配偶者に限定されるため、その経過措置としてこ

れまで支援給付を受けていた配偶者については、これ

までどおり支援給付を受けられる旨規定されたことか
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ら、条例においても同様の趣旨により、入居資格者と

して改正後の法律による支援給付を受ける特定配偶者

及び改正前の法律により支援給付を受けている配偶者

を規定しようとするものであるとの当局からの説明が

ありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず中国残留邦人等の配偶者に関し、条例改正後の

対応はどのようになるのかただしたのに対し、法改正

後の特定配偶者、さらに特定配偶者に該当しないもの

の現に支援給付を受けている配偶者のどちらも、改正

条例では入居資格者に該当させようとするものである。

との答弁がありました。 

 次に、該当者に対する周知の考え方についてただし

たのに対し、現在市内には該当者がいないところであ

るが、周知は行っていくものであるとの答弁がありま

した。 

 採決の結果、議案第８号は全員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第９号「久慈湊漁港海岸災害復旧（23災

第633号防潮堤）その３工事の請負契約の締結に関し

議決を求めることについて」及び議案第10号「久慈湊

漁港海岸災害復旧（23災第633号防潮堤）その２工事

の請負変更契約の締結に関し議決を求めることについ

て」申し上げます。 

 以上の２件は、関連があることから一括して審査し

たところであり、議案第９号はその２工事終点部から

久慈川河川堤防接続部まで延長408.9メートルの災害

復旧工事を施工するに当たり、山口建設株式会社と11

億2,860万円で請負契約を締結しようとするものであ

り、議案第10号は平成25年７月29日に議会の議決を経

て、山口建設株式会社と契約を締結した久慈湊漁港海

岸災害復旧その２工事について、現契約の請負金額２

億5,410万円から5,010万8,760円を増額し、３億420万

8,760円で請負変更契約を締結しようとするものであ

ります。 

 具体的な内容でありますが、議案第９号のその３工

事は、久慈湊漁港海岸災害復旧全体延長1,239.2メー

トルのうち、現在進められているその１工事及びその

２工事の延長、計830.3メートルを差し引いた残延長

408.9メートルについて、このたび関係機関と協議が

整ったことから施行しようとするものである。 

 また、施行するに当たっては、天端高Ｔ．Ｐプラス

8.0、天端幅4.0メートル、さらに50センチのコンク

リートで被覆することで、津波に対し粘り強い構造と

して復旧するものであり、なお、地盤調査の結果から

深層混合処理による地盤改良を行おうとするものであ

る。 

 議案第10号のその２工事は、原契約に含まれていな

かった防潮堤上部の天端被覆工を増工しようとするも

ので、あわせて工期を平成27年１月30日まで延長しよ

うとするものであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、その２工事・その３工事における地盤の状態

についてただしたのに対し、ボーリング調査の結果、

その２工事に比べ、その３工事の地盤は深い粘性土を

含んでいたことから地盤改良を要するものであるとの

答弁がありました。 

 次に、地盤改良の経費についてただしたのに対し、

深層混合処理による地盤改良費として約４億2,800万

円を見込んでいるとの答弁がありました。 

 そのほか、工事区間の防潮堤内に整備される水門の

機能などについて、質疑・答弁が交わされたところで

あります。 

 審査の結果、議案第９号及び議案第10号はそれぞれ

全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 次に、議案第14号及び議案第15号の「市道路線の認

定に関し議決を求めることについて」申し上げます。 

 以上の２件は、関連があることから一括して審査し

たところであり、議案第14号及び議案第15号はともに

一般県道侍浜夏井線の整備に伴い、岩手県から久慈市

に引き継ぎ協議のあった旧道を市道に認定しようとす

るものであります。 

 具体的な内容でありますが、議案第14号の本波麦生

線は、起点を侍浜町本波第11地割61番３地先、終点を

侍浜町麦生第８地割27番１地先とする、いずれも県道

侍浜夏井線に接続する公共性の高い路線であり、延長

は2,060.4メートル、幅員は4.2メートルから9.5メー

トルである。 

 議案第15号の本波大橋線は、起点を侍浜町本波第12

地割１番51地先、終点を侍浜町本波第12地割１番28地

先とする、県道侍浜夏井線と本波麦生線をつなぎ、本

波集落に接続する公共性の高い路線であり、延長は

109.5メートル、幅員は6.5メートルから7.5メートル
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である。との当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、沿線における地すべり・土砂災害の危険性に

ついてただしたのに対し、路面舗装、ガードレール、

のり面処理等、維持管理が整っている上での移管を受

けるものであるとの答弁がありました。 

 次に、冬期除雪の考え方についてただしたのに対し、

本波大橋線は県道への 短ルートであり、優先的に除

雪したいと考えている。また、本波麦生線の本波集落

から白前交差点までの区間についても優先的に行いた

いと考えているとの答弁がありました。 

 そのほか、降雨時における土砂災害の危険性とパト

ロールの考え方などについて、質疑・答弁が交わされ

たところであります。 

 なお、質疑を一時中断し、市道認定に当たり今後の

整備・維持のあり方について委員間討議を行ったとこ

ろであります。 

 採決の結果、議案第14号及び議案第15号はそれぞれ

全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 次に、議案第16号「市道路線の変更に関し議決を求

めることについて」申し上げます。 

 本案は、市道浜田線の延長整備に伴い、現在の終点

長内町第35地割77番地先を長内町第35地割107番７地

先に変更しようとするものであります。 

 具体的な内容でありますが、既存の路線を避難路と

して延長整備し、市道平沢工業団地線に接続させたも

のであり、現在の延長277.9メートルから165.9メート

ルを延長し、整備後の延長を443.8メートルとし、ま

た幅員についても3.6メートルから5.0メートルに拡幅

整備したものであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、延長部分の整備前の状況についてただしたの

に対し、整備前には個人所有の山林に道路が取りつけ

られていたものであるとの答弁がありました。 

 次に、避難路としての考え方についてただしたのに

対し、諏訪下・元木沢地区の避難路ともなるものであ

るとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第16号は全員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは採決いたします。議案第８号「市営住宅等

条例の一部を改正する条例」、議案第９号「久慈湊漁

港海岸災害復旧（23災第633号防潮堤）その３工事の

請負契約の締結に関し議決を求めることについて」、

議案第10号「久慈湊漁港海岸災害復旧（23災第633号

防潮堤）その２工事の請負変更契約の締結に関し議決

を求めることについて」、議案第14号「市道路線の認

定に関し議決を求めることについて」、議案第15号

「市道路線の認定に関し議決を求めることについて」

及び議案第16号「市道路線の変更に関し議決を求める

ことについて」、以上６件は、委員長の報告のとおり

可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第８号から議案第10号まで及び議案第14号か

ら議案第16号までは、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 議案第２号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第６、議案第２号「平

成26年度久慈市一般会計補正予算第３号」を議題とい

たします。 

 議案の審議方法について、お諮りいたします。 

 第１条歳入歳出予算の補正については、歳入歳出と

もそれぞれ款ごとに説明を受け、審議を行うことにい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入、９款地方交付税、

説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、事項別明細書

によりご説明を申し上げます。12ページをお開き願い

ます。 

 歳入、９款１項１目地方交付税は、東日本大震災復

旧復興事業の財源として、震災復興特別交付税5,653

万8,000円の増額を計上いたしました。 
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 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 13款国庫支出金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  13款国庫支出金１項国庫

負担金でありますが、１目民生費負担金は、児童扶養

手当161万5,000円の増額を計上、２項国庫補助金であ

りますが、１目総務費補助金は、震災アーカイブ構築

事業2,318万8,000円の増、ほか１件の増、合わせて

6,318万8,000円の増額。２目民生費補助金は、民間保

育所の保育士等待遇改善に対して、保育緊急確保事業

1,738万5,000円の増額。４目農林水産業費補助金は、

漁港整備事業3,025万円の減額。５目商工費補助金は、

白樺の樹液の活用に向けた過疎地域等自立活性化推進

事業1,000万円の増額。この項は合わせて6,032万

3,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。16番小野

寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  １点お聞かせください。こ

の保育緊急確保事業、14款にもあるようですが、いわ

ゆるこれは昨年もあって時限立法ですよね。そういう

点ではやっぱり恒久化の要望、これが出てると思うん

ですが、恒久化の見通しといいますか、そういう動き

はどのように把握しておられるか、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  恒久化の動きという

ことでございますけども、来年度から子ども・子育て

新制度が始まります。この中で、恒久的な実施がなさ

れるというふうに情報が入っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  来年度から恒久化の見通し

だと。大変結構なことです。そこで、昨年も実施をさ

れているようですが、実際に現場での活用状況、把握

しておられたら教えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  これは昨年度も実施

しておりますが、昨年度は私立の保育所16園でござい

ますが、ここで実施をしておりまして、額的には

2,300万円程度というふうに伺っておりますし、今年

度も16の私立保育園におきまして2,318万1,000円の措

置をしております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  これにかかわってもいいん

ですが、正職員といいますか、これ臨時職員との給料

の違いというのはどれぐらいの隔たりがありますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ただいまのご質問でござ

いますが、一概に比較するということはできないわけ

ですけれども、通常の臨時職員ですと、臨時職員につ

いても職歴、経験年数とかそういったのも算入になり

ますので、一概に幾らというようなお答えはちょっと

今ここではできません。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 14款県支出金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  14款県支出金２項県補助

金でありますが、１目総務費補助金は、観光施設整備

事業費の財源として地域経営推進費132万5,000円の増

額。２目民生費補助金は、保育緊急確保事業289万

7,000円の増額。４目労働費補助金は、緊急雇用創出

事業1,488万1,000円の増額。５目農林水産業費補助金

は農林水産物のＰＲ活動に対して、いわて農林水産物

消費者理解増進対策事業138万2,000円の増額。この項

は合わせて2,048万5,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 17款繰入金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  17款繰入金１項基金繰入

金でありますが、３目東日本大震災復興交付金基金繰

入金は4,048万6,000円の増額、４目東日本大震災復興

基金繰入金は7,530万円の増額、５目地域の元気臨時

交付金基金繰入金は2,270万円の増額、６目ふるさと

活性化創造基金繰入金は61万2,000円の増額。この項

は合わせて１億3,909万8,000円の増額を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  それぞれ基金の繰入計上とな
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っていますが、繰り入れた後の残高というのはいかが

ですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  資料を取り寄せてご答弁

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 18款繰越金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  18款１項１目繰越金であ

りますが、前年度繰越金に５億3,937万1,000円の増額

を計上いたしました。なお、平成25年度決算剰余金は

13億5,081万4,000円であります。したがいまして、明

許繰越、事故繰越に係る繰り越しすべき財源４億

7,996万8,000円を除く繰越金未計上額は２億3,147万

5,000円となります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 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）  14ページをお開き願いま

す。19款諸収入４項４目雑入でありますが、企業立地

促進事業費補助金返還金525万7,000円の増額を計上い

たしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 20款市債、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  20款１項市債であります

が、歳出予算に計上いたしました各事業のうち、適債

事業について市債を発行しようとするもので、災害援

護資金貸付事業債1,750万円の増、ほか１件の減。こ

の項は合わせて970万円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書及び２款総務費、説明を

求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは 初に給与費等

について、補正予算給与費明細書によりご説明申し上

げます。 

 24ページをお開き願います。表の一番下の比較欄で

ご説明申し上げます。その他の特別職は職員数25人の

増、報酬36万円の増で、これは主に久慈市基本構想審

議会委員の増によるものであります。 

 それでは前に戻っていただいて、16ページになりま

す。 

 歳出、２款総務費１項総務管理費でありますが、１

目一般管理費は産休、病休代替え等臨時職員賃金及び

共済費6,124万9,000円の増、ほか１件の増、合わせて

１億124万9,000円の増額。５目財産管理費は、管財経

費462万8,000円の増、平成25年度決算剰余金に対する

法定積立分として財政調整基金積立金４億3,542万

3,000円の増、ほか１件の増、合わせて４億5,665万円

の増額。６目企画費は、平成28年度を初年度とする新

たな久慈市総合計画の策定に向けて、久慈市基本構想

審議会委員報酬29万7,000円及び市民満足度アンケー

ト調査等の経費として総合計画策定事業費49万1,000

円を計上、政策形成推進のための旅費等として政策形

成推進経費69万4,000円を計上、三陸鉄道の運休にか

かわる平成25年度赤字補痾分として三陸鉄道運営費補

助金東日本大震災分として462万4,000円を計上、新た

に町内会等のコミュニティ活動を支援するコミュニテ

ィ活動備品整備事業費補助金200万円を計上、ほか２

件の増、１件の減。合わせて7,988万2,000円の増額。

この項は合わせて６億3,778万1,000円の増額を計上。 

 ２項徴税費でありますが、１目税務総務費は固定資

産評価審査委員会委員報酬６万3,000円の増、ほか１

件の増。合わせて６万7,000円の増額を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  ここでちょっと関係を聞かせ

てほしいんですが、総務の一般管理費で東日本大震災

交付金基金積立金4,000万円なんですよね。先ほど歳

入で東日本災害復興交付金基金繰入金4,048万6,000円

繰り入れ起こしているんですけど、起こしてすぐまた

こちらで4,000万積立金を出すというのかどういうこ

とか、この関係ちょっとわからないのでお聞かせいた

だきたいです。 

 もう一つは、財調の４億3,500万の積み立てですが、

累計でこの積み立てによっていくらになるのかお聞か
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せください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  まず4,000万、歳出で基

金積立が発生したということでございますが、これに

つきましては給仕の配分の4,000万を積み立てするも

のでございます。給仕配分については、避難路の踏切

拡幅の２カ所分が配分になっておりまして、それを基

金に積み立てるものでございます。 

 それから財政調整基金の残高ということでございま

すが、この９月補正後の金額で申し上げますけれども、

そして法定の積立額を積み立てた額で申し上げたいと

思います。20億2,299万7,000円になります。 

 それから、答弁保留していたそれぞれの基金の残高

について、まず、私の担当する部分ですが、復興基金

でございますが、これにつきましては１億7,676万

6,000円でございます。それから元気交付金の部分が

21万9,000円、それから復興交付金基金でございます

けれども、これについては27億2,994万6,000円という

ことになってございます。あとは、担当部長のほうか

ら答弁します。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  ふるさと活性化創造

基金のほうにつきましては、総合政策部の担当ですの

でお答えをいたしたいと思います。残額は現在の残額

ですと２億1,908万7,420円となります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ３款民生費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ３款民生費１項社会福祉

費でありますが、１目社会福祉総務費は組み替えのた

め補正額の増減はありません。２目老人福祉費は、老

人福祉施設維持管理費98万3,000円の増、全国健康福

祉祭参加費補助金24万9,000円を計上。合わせて123万

2,000円の増額。４目災害救助費は、実績見込みによ

り災害援護資金貸付金1,750万円の増額。この項は合

わせて1,873万2,000円の増額を計上。 

 ２項児童福祉費でありますが、２目児童福祉運営費

は、実績見込みにより児童扶養手当扶助経費484万

6,000円の増、及び民間保育所に係る保育士等処遇改

善事業費補助金2,318万1,000円を計上、合わせて

2,802万7,000円の増額。 

 18ページをお開き願います。３目児童福祉施設費は、

へき地保育所運営費22万6,000円の増額、この項は合

わせて2,825万3,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  先ほど歳入で、保育士等処遇

改善の分のことが出たんですが、昨年度と今年度実施

されるということで、昨年度確か月１万円程度の引き

上げで年間12万円というふうに大体概算出ているんで

すが、実際はどの程度きちんと支給をされているのか。

各保育所任せなのか、その辺の実績報告は担当できち

んととっているのか、その辺の内容をお聞かせくださ

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  これにつきましては、

国庫補助金でございますので、これは処遇改善のため

に実際に使われているというふうに認識をしておりま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  認識しているというのは、そ

ういう報告は担当として取れないんですか。国庫補助

金だから地方自治体には及ばないんですか。 

 だって、いわゆる久慈市の会計を通じて流れていく

お金だと思うんですけれども、その辺、具体的に実際

どうなっているかというのがわからないと、本当に各

保育士の懐が豊かになったというあたりをきちんと抑

えておかないといけないと思いますがどうなんでしょ

う。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  今確認をしてお答え

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ４款衛生費１項保健衛生

費でありますが、１目保健衛生総務費は、助成額の拡

充により不妊に悩む方への特定治療支援事業費50万円

の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 



－131－ 

 ６款農林水産業費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ６款農林水産業費１項農

業費でありますが、２目農業総務費は農村環境改善セ

ンター等維持管理費９万9,000円の増額、３目農業振

興費はいわて農林水産物消費者理解増進対策事業費

138万6,000円を計上、この項は合わせて148万5,000円

の増額を計上、２項林業費でありますが、２目林業振

興費は木炭生産施設整備事業費補助金101万円の増額

を計上、３項水産業費でありますが、２目水産業振興

費は小袖海女センター建設事業費1,130万円の増額、

４目漁港建設費は漁港整備事業費補助5,990万円の減

額を計上、この項は合わせて4,860万円の減額を計上

いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  この木炭の関係ですが、窯の

設置のことなのか内容をお聞かせください。 

 それから、海女センターについてみますと、契約が

なかなか落札できなくてきた経緯があるんですが、増

額の内容というか、設計変更なのか、いろんな工事の

変更があってできたのか、あるいは入札がなかなかい

かなくなった中でこういう変更が出てきたのか、その

内容を含めてお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  木炭関係のご質問に

お答えいたします。 

 こちらのほうの事業でございますけれども、大型で

大量窯ということでございまして、奥行き５メートル

40センチ、幅約３メートル80センチほどの大窯という

ことで、２基の補助を予定しているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  海女センターについ

てお答えをいたします。 

 海女センターの建設工事につきましては、現在それ

ぞれ契約をさせていただきまして、それぞれ事業を進

めているところでございます。その中で、今回計上さ

せていただきました1,130万円でございますけれども、

その中身は、一つは主体工事、杭工事と言いますか、

そこのところで強固な岩盤が出たということで、工法

変更が生じておりまして、そこの分の増額、あるいは

電気、管におきましては、それぞれ設計変更が若干ご

ざいました。例えば、電気工事であれば電柱の移設等

が出てきましたし、それから管設備であれば給水加圧

ポンプ等の受水槽の増設、そういったものを今回計上

させていただいておりまして、そのトータルで1,130

万円ほど見込んでいるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 先ほど、城内議員の質問に保留しておりました答弁

をお願いいたします。和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  保育士の処遇改善の

件でございますが、これにつきましては、国庫補助金

でございますので、各園から実績報告書を提出してい

ただきまして、確認をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７款商工費、説明を求めま

す。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ７款１項商工費でありま

すが、２目商工業振興費は新たに白樺の樹液の活用に

向けた成分分析や商品開発等を行う平庭高原白樺の樹

液活用推進事業費1,100万円、及び工業団地周辺道路

に街路灯を整備する久慈地区拠点工業団地周辺街路灯

整備事業費76万2,000円を計上、ほか２件の増、合わ

せて1,467万5,000円の増額。 

 20ページをお開き願います。３目観光費は平庭高原

スキー場維持管理費130万円の増、新規に闘牛飼育奨

励補助金等として、岩手平庭高原闘牛会補助金150万

円の増、外１件の増、１件の財源更正、合わせて795

万8,000円の増額、この項は合わせて2,263万3,000円

の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。４番上山

昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  ボランティアガイド連携支援

事業費ということで、これは委託費になると思います

けれども、委託先と期間、何人ぐらい雇用を考えてい

るのか、その業務内容等をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ボランティアガイド

の連携支援事業費の内容ということでございます。こ

れにつきましては、事業内容といたしましては、ガイ

ド養成という部分でいろいろ議員の皆さんからもご指
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摘をいただいている部分でございますけれども、「あ

まちゃん」のロケ地とかトレイル、それからジオマッ

プなどのガイドをいろいろそれぞれの団体等でやって

いるわけなんですが、そういった部分の、まずはガイ

ドの養成、そのほかにそのガイド間の連携システムを

構築するというような形で組織化を図ってまいりたい

ということでございます。 

 そういったことで、委託事業という形で、緊急雇用

創出事業を活用いたしまして行ってまいりたいという

ことでございます。 

 そして、委託先でございますが、これは一応これか

ら公募という形になるものですから、まだ確定してい

るものではございませんが、そういった活動をしてい

る団体と交渉をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、雇用の人数でございますが、委託先、緊

急雇用でございますので、新規に雇用するわけですが、

想定数とすれば今２名ということで考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  連携システムを構築するとい

うことで、そういう活動をしている団体がたくさんあ

ると思いますけれども、２人だけとはなるようですけ

れども、今後、ジオパークなり復興国立公園なりが観

光として活用していくためには、他団体との交流が当

然必要となってきますので、その辺の連携は確実にし

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  連携を強化しながら、

久慈市全体で取り組めるような形に持っていきたいな

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  それでは、白樺の樹液活用

推進事業費についてご質問したいんですが、この事業

は、事業主体は一体どこなのかっていうことですね。 

 それから、先ほど白樺の樹液を活用してというよう

なこと、そういう事業内容のお知らせがあったわけで

すけれども、もう少し詳しく、例えばこれは白樺の樹

液の埋蔵量とでも言うんですかね、平庭には大体どの

ぐらいの樹液の容量があるのか、そういうところまで

調べるのか。あるいは、白樺の樹林があるわけですが、

その間にある雑木等、下刈り等も、そういう作業等も

含まれたような事業内容なのか、その辺をちょっと具

体的にお願いをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中新井田山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中新井田欣也君）  ただいまのご

質問にお答えいたします。 

 白樺の樹液を活用した商品化に向けてやる事業でご

ざいますが、事業主体は久慈市でございます。その中

に協議会をつくりまして、生産者等それから樹液生産

組合、また平庭観光開発等々が入りまして、一緒にな

って商品開発に向けて調査研究をしていくということ

でございます。 

 それから、平庭の白樺林の埋蔵量というんでしょう

か、どれぐらいあるのかということでございますが、

これは今、現在は白樺林が30万、40万とも言われてお

りますが、実際どれぐらいあるのかというのは、聞く

ところによりますと40年ぐらい前の調査だったように

伺っております。 

 ということで、今回、この事業の中で実際どれぐら

いあるだろうということで、航空写真を使いまして立

木の本数の調査をするところでございます。 

 この白樺の埋蔵量、樹液の埋蔵量というのはちょっ

と今のところはどれぐらいというのはわかっておりま

せんけれども、まず１本当たり、これは太さにもよる

かと思いますが、1,000リットル程度の樹液がとれる

というふうな報告がなされているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  この事業をやると、大体平

庭に白樺が何本ぐらいあるんだというのが大体おおよ

そはっきりするということですね。今、総合支所長さ

んから話があった40年以上前に何か調査をして30万本

とか40万本とかいうような数字が出てきたんですが、

確かに40数年前に、当時の山形村では調査をしている

わけですね。その数字がちょっと違うんですね。約10

万本という数字が出ているんですよ。 

 そして、 近日本一を売り物にしようということで、

いつの間にか平庭高原には30万本白樺があるよという

ような、言われているというような、30万本あるよと

いうふうに言われていますよというような表現になっ
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てきているんですよ。 

 ですから、実際その当時40年前にどういう調査をし

たかはわかりません。恐らく緻密な調査ではなくて、

何坪に何平米に何本あるから全体に何本あるからいく

らだっていうような、そういうような、もしかすると

雑な調査だったかもしれませんけれども、実際に白樺

の樹液の活用というのは、これまでも村当時から取り

組んできているわけですよ、いろいろ。それで、非常

にこれは有益な事業であり、何とかうまく商品化でき

たりすればいいなというふうに思っているんですが、

反面、今回この事業を導入することによって、万が一

その白樺の数が、これが予想外の少ない数字で出てき

やしないかと、そういったときに、今は30万本ありま

す日本一ですというように言われているというような、

そういう言い方で素晴らしいところなんだというよう

な観光地としての一つの大きな生命線にもなっている

わけですけれども、そういう言い方ができなくなると

いうような事態にはなりはしないかと。そのような気

苦労かもしれませんけれども、心配もしているわけで

ございます。 

 10万本という当時の本数にしても、これは広報とか

そういうもので正式に公表されたものではなかったと

いうことでございます。調査したけれども、大体それ

ぐらいだというようなことで、当時としてはそういう

ことを公に公表するというふうな、そういうこともな

かったわけでございまして、そのまま進んできて、軽

井沢には15万本あるんだと、ちょっと軽井沢には足り

ないなというような、そういうような結果だったとい

うふうに聞いております。 

 そういう老婆心ながら、そういう白樺の本数をある

程度正確に調べて結果が出たときに、これまでのある

いはこれからの平庭の観光振興ということに、何らか

のよくないような影響を及ぼすようなことも、もしか

して起き得るんではないかと心配をしているわけでご

ざいます。 

 全体の白樺の含有量と申しますか、埋蔵量と申しま

すか、そういうのを調べるのもいいかもしれませんけ

れども、活用ということで商品開発ということであれ

ば、そんなに全部から樹液をとらなくてもいいわけで

すよね。その新商品を開発するというところに焦点を

絞るならば、また別の調査の仕方もあるんではないか

というふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中新井田山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中新井田欣也君）  今、議員さん

おっしゃったとおり、非常に日本一でなかったらどう

するんだとうことは、当然考えたところでございます

が、いずれ実際の本数というものも調査してみましょ

うということを、日本一にこだわってということで調

査してみましょうということで、今進めております。 

 今進める範囲というのは、あくまでも平庭高原エリ

アの自然公園に囲まれた白樺林を調査というふうに今、

やっておりますんで、それにプラス民有林の白樺林も

当然あると思いますので、その辺等も含めまして、何

らかの対策と言うんでしょうか、日本一にこだわった

ことで発信していきたいと、そういうふうに思います

のでご理解いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  その答弁で納得したいんで

す。できればエリアということでエリアを広げて、山

形全体に広げて、本数というものも考慮していただけ

ればもしかするとそういう日本一というこだわりに、

こだわってもいい部分もあるかもしれませんけど、そ

ういう気持ちだということでございますので、いずれ

にしても何本あるかというよりも、私はむしろ30万本

あると言われている、日本一と言われていますって言

っていたほうがいいような気がするし、活用というこ

とにもっと具体的に、何本あるかというよりも、樹液

があるわけですから、間違いなく、現実に。それを実

際にこれまで何回か挑戦をしてきているんですよ。な

かなか商品化できないできていると。そういうような、

ある意味、実験ですから失敗もつきものでございます

けれども、そういうふうに、今までのそういう事例を

やっぱり検証しながら、どうすればこの商品化できる

のか、そういう方に重きを置いて、この事業を展開し

ていただきたいと思うんですが。再度答弁をお願いし

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  中新井田山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中新井田欣也君）  樹液、以前か

らやって成功しなかったということでございますが、

今樹液を活用した商品化ということで、今これから現

在進めていこうと思っているところでございますが、

まず方法と言うんですか、目的としましてはまずは飲

料水に向けるとか、またそれからシラカバの樹液を利

用したスープ類ですか、ラーメン、例えばしゃぶしゃ
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ぶ、またスープではないんですが、コーヒーに入れた

らどうかとか、今さまざまその辺も調査研究するよう

にしているところでございます。 

 また、そのほかに、シラカバの樹液は殺菌作用とか

いろんな効能もあるようですから、美容とか化粧品等

にも使えないのか、また入浴剤にも使えないのか、さ

まざまこれから調査研究していきたいと思いますので、

その辺でご理解いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。１番

梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  観光費ボランティアガイドに

かかわる分ですが、議会で議会報告会を開催したとき、

参加者から小袖を訪れた観光客から不満が出ていると

いう話があったわけですが、そのことを把握している

のかどうか。もし不満等が出されていて、それの対応

なんかで指導が必要であれば、指導する必要もあろう

かと思うんですが、その辺の条件についてお伺いしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただいま議員さんの

ほうから小袖においでになっているお客さんのほうか

ら不満が出ているというふうなことでございましたが、

具体的にどういった内容かはちょっと存じ上げていな

いところでございますが、例えば、そういった声が寄

せられた場合、それについては情報をいろいろ収集を

しながらどういった対応ができるか、そういったもの

は常に対応しているところでございますし、今後もそ

の方向で考えていきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、やはりいろいろな細かい

部分とかそういった部分でいろいろあろうかと思って

おります。それについては、常々注意をしながら行っ

ているところですが、何かそういった情報がありまし

たらお知らせいただければ、それについては対応して、

改善を図ってまいりたいと、そのように思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ８款土木費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ８款土木費２項道路橋梁

費でありますが、２目道路維持費は観光客通行安全確

保事業費緊急雇用創出事業972万7,000円を計上、３目

道路新設改良費は事業費の増により復興関連道路新設

改良事業費１億1,000万円の増、外１件の増、あわせ

て１億2,170万円の増額、この項は合わせて１億3,142

万7,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  復興関連事業に関連してお聞

かせ願いたいんですが、現在避難道路を確か３本つく

っていますね。長内と湊とあと大湊北通り線という避

難箇所があるそうですが、ここの用地取得、建物移転

について地権者、あるいは家主との合意形成がされて

いないというふうに伺っているんですが、事実かどう

か。 

 それから、この避難道路ですが、現在着工して、も

うつくっているんですが、この避難道路ができて、今

度市道に到着するんですけども、その市道が395号の

し尿処理場のほうに行く道路があるんですが、そちら

に津波が来ているんですけど、津波が来る方向に逃げ

るというふうなことで、地元の人たちは説明があって、

何でこのような形の避難路のつくり方をしたのか、お

聞かせをいただきたい。 

 三つ目ですけど、この大湊北通り線の避難路が今現

在できていて、夏井川の堤防があって、右岸ですが、

洋々橋から上ってきて、ＪＲ八戸線までの堤防の外側

と言いますか、河川でない外側のほうに、市道を計画

しているというふうに伺っているんですが、そういう

事実があるのかどうか、まずこの３点をお聞かせくだ

さい。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  まず、大湊北通り線、これ

の地権者との合意でございます。今現在、地権者の方

と合意形成に向け、今まさに協議を行っているところ

でございます。今はまだ合意ができておりません。 

 それから、この地域の方が逃げる道路ですけれども、

今現在も逃げるところが堤防のほうしかなくて、それ

を何とか改良しようということで、国道側のほうに通

じる道路、これが地権者が今、合意に至っていないと

ころですけれども、そこのところでなかなか合意がも

らえないということで、そういった方向に今動いてい

るところでございます。 

 それから、夏井川方向に向かう市道でございますが、

まだその道路を、市道をつくるという計画はございま
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せん。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  地権者との合意ができていな

いまま、なぜ工事着工するんですか。工事が着工され

たのは平成25年11月20日です。そして、平成26年３月

までの工事期間でしたよね。それが合意形成ができて

いないので26年10月31日までは伸びていますよ。しか

し、現在も協議中というところです。 

 協議中っていうんですが、実は私が調査する中で、

この道路用地の90数パーセントが当時の総務部付部長、

復興推進担当部長の自宅の用地なんですよ。そことは

合意したかもしれんけども、もう一軒の道路分とそれ

から作業場がありますが、その方とは合意ができない

まま着工しているんです。そのことによって、これが

合意できない限り、その避難道路は市道につながらな

いんです、一つは。何でこんなやり方をするんですか。

当時の担当部長が自分のところだからこんなことをや

ったんですか。行政というのはそうなんですか。 

 ある業者が移転するのに、その関係者の方は建設会

社に見積もりをとったら800万円かかるというんです

よ。ところが市の土地は400ちょっとなんですよ、市

の補償提示は。この方はその建設業者を通じて市とは

接触されてきたと。しかし、全然合意がされずに投げ

たよという話をしてきているんですよ。だから、合意

形成もまだ見通しがたっていないんじゃない、全然。 

 ぜひ、これはこんなやり方をやっているなんて、本

当に私どもは議会としても、特別委員会をつくって解

散したけれども、本来解散すべきじゃなかった。今か

らつくって、やっぱり検証していかないと、私たちが

知らんところでこういうでたらめなことをやっている

んですよ。 

 やっぱり、ぜひ議員の皆さん、復興推進特別委員会

でもつくって、そこに当局に来てもらって、いろんな

中間報告をしてもらう。これからも大崎の防災公園だ

って私たちが必要なときに来てもらって聞くというこ

とをしていかないと、あなた方の都合でいったら、い

つ来るかわからないということになるんですよ。この

ことは現場に行ってみないとわからない。けさ私６時

に行ってきたんですよ、その方に会って現場を見てき

ました。 

 そして、もう一つ言いたいのは、市道の計画はあり

ませんって今答弁していましたね。避難道路の取り付

け、堤防にはこうなっているんですよ、もう。そして、

堤防と今つくっている道路の取り付けが離れている。

それは地権者が違うから。堤防に沿って６メーターの

道路をつくれば、その避難道路にぴったりとつながる

ように側溝がこうなって、据り合わせになっています

よ。そういう計画があるんだということになっていま

せんか。 

 私やっぱりこんなところに市道をつくったら、まさ

に津波が来るところの宅地開発につながるという危倶

を持つんです。この周辺は、さっき言った方のほとん

どが土地です。この市道ができていくほうも。新たな

土地開発をさせるような道路をつくることになる、こ

れは。 

 これは、ぜひこのやり方はやめてほしいんですが、

どうですか。今言った指摘、当たっていませんか。あ

と１回しか質問できませんが、お聞かせください。で

たらめ過ぎますよ。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  土地所有者の方がその方だ

というのはそのとおりでございますけれども、そこに

３軒とか４軒の方が住んでいらっしゃいます。この

方々の津波が来たときの逃げる避難路を何としてもつ

くりたい。これは、１戸であろうが３戸であろうが、

この人たちが今現在は逃げるに逃げられないような状

態、袋小路のような状態になっております。それを何

とかしたいというので、これは復興交付金のほうで避

難道路として認められたものだというふうに捉えてお

ります。 

 市といたしましては、３軒であれ４軒であれ、それ

を避難させたいということで、交付金でお願いをして、

これが事業をとれたもんだと思います。 

 また、見積もりとちょっと乖離があると言われまし

たけれども、現況が全く新しいものになるということ

で見積もり等をとっております。そうすると、今ある

ものとの比較も出てまいります。これは公共事業であ

れば、どうしても評価が出てきます。どうしても、今

本当に30年も40年もたったのが、全く新しいものに建

て替える。トタンのところがサイディングになると、

そういうふうな見積もり等の違いもありますので、全

くそれが現況にあわないというふうなものではなくて、

これは公共事業であればどうしてもこのような評価、
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それから予算になるものと思いますが、今後とも一生

懸命交渉を続けてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  だから、25年11月20日に発注

したときに、この時点でまだ合意できてなかったでし

ょうよ。なぜスタートしたんですか、合意しないまま。

ずっと投げてきたんじゃない、あなた方は。三、四軒

あるというけど、私も行ってきました。そしたら、大

湊さんと親戚の方のところはもう合意して、新しくも

う建て替えて家が建ってますよ、何軒かありますよ。

その分についてはもう合意して道路分引っ込んで、も

う改築していますから、それは彼と親戚の方だそうで

す。そういった点ではもう合意しやすいというか、そ

ういったことでいくわけです。 

 だから、そういった点で、本気につくりたいという

ことであったら、ちゃんと必要な方、90数％がこの人

とあと一人ですから、99％、95％が前の部長の方の自

宅というか、親かもしれませんが、方のもので、そし

て、そのほかのあと５％はもう一軒のこの方なんです。

もう一軒の方について全く暗礁に乗り上げている中で、

どこでか合意形成をしなければならない。そんなので

きないわけですよ。今あなたが言ったことは、確かに

そのとおりだと思いますよ。しかし、同時に当然いろ

んな形で市が独自で支援するとかを含めてやっていか

ないと、この道路ができないままずっと投げられるこ

とになります。 

 で、平成26年、ことしの10月31日、さらにこれを繰

り越しできるんですか、ずっと。このままだと繰り越

しになりますよ。繰り越しというか伸びますよ、工事

が。それが一つ。本当に合意する気でやっているのか

が一つ。 

 それから、なぜこう逃げて、ここが堤防ですよ。そ

して、堤防からここの市道に逃げますよね、道路でき

れば。で、これが津波のほうに向かって逃げるんです

よ、395号のトンネルをくぐるために。普通であれば

395号にのり面がありますよね。そこに前の町内会長

さんの家があります。そしてぶつかると小屋がありま

す。そこを交渉したことはあるんですか。 

 普通であれば、そこに逃げて階段を上って高台に逃

げて、そしてさらにもうちょっと行くと八戸道に上る

階段がもう既にできているんです。本来、避難路なら

そういうふうに行くんじゃないんですか。ここまで津

波が来ているんですよ。し尿処理場に行くところの

395号のトンネルまで津波来ているんですよ。ここの

方、こちらに逃げなさいっていうことになるんですよ、

このままいくと。少なくとも真っすぐ行ってそののり

面に階段をつくって、そして高台に行って、さらに行

くという避難路だったら、私納得できますよ。 

 中森部長は前の課長じゃないですか、ここの。あな

たご存じでしょう。なぜ真っすぐ行かないんですか。

普通だったら、長内の避難路だって高台に真っすぐ行

きますよ。湊の避難路だってずっと高台に行きますよ。

普通、避難路というのは高台に直結する、だから避難

路なんです。これだったら普通の道路で、口悪く言え

ば、ここは道路がないから建てられないんですよ、な

かったんです。いわゆる位置指定道路をつくらないと

今住宅建てられませんよね。昔だったら１メートル、

２メートルで建てられる。そういう道路だったんです

よ、ここは。今それが立派な道路になっていますよ。

そして、さらに先ほど部長はそういう計画はないって

言いましたけど、夏井川線の右岸に沿って洋々橋から

ＪＲまで市道をつくる予定になって、地元の人が言っ

ているんですよ。その準備のようにこの避難道路の取

り付けが、ちょうどこういうふうに、すみ切りを切っ

た形でできているんですよ。行ってみてください、皆

さん。そんなつくり方をしているんですよ。私も行っ

て見て初めてびっくりしたけど、皆さん、知らない中

でこういったことを許していたら、議会なんて無くて

もよくなる。どうなんですか、なぜこういうつくり方

をそれじゃあしたんですか。堤防に真っすぐつくった

らいいじゃないですか。何でこういうふうにすみ切り

をつけて、広げてつくっているんですか、取り付けを。 

 そういう将来計画があるから、それを考えてこうい

うふうにつくったんじゃないんですか。地権者だって

言うことを聞きますよ。真っすぐでいいって言うんじ

ゃないですか。 

 ぜひ、この避難道路は避難道路として言えない。何

のことはない、ここの地権者のための生活道を改修し

たというだけに過ぎない。私は、長内と湊を見てきま

したよ、きょうも行って、けさ。そこは確かに避難道

路ですよ、高台に向かっています。ここは高台に向か

っていないんですよ。本当に避難道路にするんだった

ら、ちゃんと地権者と交渉して、のり面に階段をつけ
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て真っすぐ逃げれるような状況をつくるということに

ついて考えませんか。再度お聞かせ願いたいと思いま

す。 

 それから、本当に市道の計画はないんですか。これ

からもつくることはないんですか。ここ確認しておき

ます。ここに市道できたら本当に津波が来るところに

家が建ってくるんですよ。そういう開発を市が主導し

ていいのかということなんです。津波、津波って言う

けども、こういうことをやったらいかんですよ。津波

が来るところはやっぱり更地でいいんですよ。ぜひこ

の市道はないと、計画がないならはっきりと証明して

ください。 

 以上、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  先ほど、ちょっと私のほう

勘違いいたしまして、夏井川のほうに向かうところは、

堤防の改修工事があります。この堤防の管理用道路、

かさ上げに伴います管理用道路、これができます。こ

れはまた市道となるものでございます。それから、そ

れにあわせた形ですみ切りは行っております。 

 また、先ほどありました45号への階段、これは交渉

した経緯はありません。実際、今現在は堤防に逃げる

ほうしかないんです、３軒、４軒の方は。地権者の方

が軽トラックを上りと言いますか、45号のほうにとき

どき置いております。そうすると、車も通れないよう

な状態です。 

 で、皆さんは逆に津波に向かうような形で堤防のほ

うに１回向かって、それから海に向かって、それから

また戻るような形、それを何とか解消したいというの

で、今回の事業になっておりますので、ご理解のほど

をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  今の問題に関連しますが、

夏井川の右岸はかさ上げで今、答弁で市道になると。

答弁訂正しましたね。結局、この大湊北通り線とその

市道となるところが接続するということなんでしょう。

さっきの答弁だと、避難道路つくったらそれは１軒で

も何軒でも大事なことだ。これで見れば、だったらそ

の民家のあるこの北通り線の半分程度の部分で避難道

路の使命を果たせるんじゃないですか。なぜわざわざ

堤防まで接続して、倍も長い避難道路をつくることに

なるんですか。 

 ２点目は、先ほど来でてるけども、行政のやり方と

して避難道路をつくるというのは大事だ、その分はい

い。しかし、用地交渉がまとまらないで着工して、そ

して精神的、行政的に圧力を加えることじゃないです

か。あなたのおかげでせっかくの避難道路ができない

んだと。そういうやり方で本当にいいんですか。行政

としてあってはならないことじゃないんですか。 

 これ以外にも、用地交渉が成立しないで着工してい

る事例がありますか。教えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  当該地権者の方には、当初、

補償は国の基準にのっとって正規にやるというふうな

形で合意が得られたということで発注したようでござ

います。ただ、その合意を地権者の方は全部新しく、

新しいところにつくってもらうというふうに捉えたと。

市のほうでは公共工事の補償、これの基準にのっとっ

てつくると。その差が今の金額の差になっているもの

と思って、これで実際、ちょっと差額が大きいもんで

すから、なかなか進んでないというところでございま

すので、何とかご理解のほどよろしくお願いします。 

 避難道路ですが、これはできればどちらでも道路は

ループしたいということで、堤防にも逃げられるよう

にするし、国道395号のほうにも逃げられるようにす

るというふうなのがベストだということで、そういう

ふうな形にしていると思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  それでは、用地交渉の問題

で、400万円と800万円、倍の開きがあると。部長が言

うとおり、確かに耐用年数も過ぎて、経過しているわ

けだから、評価額に違いが出てくるというのはそのと

おりだと思います。そういう内容を含めて、地権者に

親切丁寧な説明をして、大事な避難道路だから協力し

てくれということをやるのは当たり前じゃないんです

か。 

 例えば、私が当事者だとすれば、移転するのに800

万かかると、市からの補償は400万しかないと。400万

はどうしようもないと。自力で確保できないというこ

とで、これが移転できないとなれば、どうなりますか。

避難道路は機能しないということになりますね。その

責任は誰がとるんですか。地権者が悪いんですか。こ
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れは、どんなにあなた方、役所の悪いのは、ごめんな

さいという言葉を知らないから悪いんですよ。本当に

これは考えなくちゃならないです。まさに、行政不信

を招くだけですよ、これでは。 

 もう一つは、先ほど来出ている、いわゆる地権者と

それから担当の責任者。地権者は担当者の父親という

ふうになるんですか、聞けば。それは、自己契約禁止

条項に抵触しませんか。どうなりますか。極めて問題

じゃないですか、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  まず 初に、地権者に対す

る対応でございますが、これまでもなんとか、お願い

したいということで市の職員も一生懸命やっておりま

す。また、市役所のほうにも来ていただいて説明等も

申し上げたところもございます。今後とも何とかこの

路線が整備できるように努力していきたいと思います。 

 また、契約については、これはまず取りあえず了解

を得られたということで、事業のほう、工事のほう進

んだと思っております。ただ、こういったところが圧

力になるというふうなことも言われて、一時、今中断

しているところでございます。 

 ただ、この交付金事業は期限もありますので、 悪

の場合はどうするか、今後検討していかなければなら

ないというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  現在話題になっておりますこ

の道路整備については、私自身も場所の問題を含めて

問題があるとは思っておりますが、先ほど来お話が進

んでおりますように、昨年時点で用地交渉の確約がな

いまま見切り発車と言える状況で一部の用地買収が進

み、工事の発注も終わっているという物件でございま

す。本当に移転の対象になっている方に対しては非常

に申し訳ない事態だと思っております。 

 そういう手続が昨年度進んでおりますので、私自身、

市長になりましてからとめることができない状況でご

ざいますので、これからその方の補償、金額面を含め

てどうするか、工事の施工期限も国との関係でも迫っ

ておりますので、これについては、これからどうする

かを市としても検討してまいらなければいけないと思

っております。基本的な市の取り組みについてのご疑

念もいただきました。こういうやり方はやってはいけ

ないというふうに感じております。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今のところ、抵触しないと

思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  今の自己契約禁止条項に抵

触するのか、しないのか。部長の思いを聞いているの

じゃない。法制的にどうなのかということですから、

調べて確たる答弁をお願いします。 

 それともう一点、合意を得たと。地権者から合意を

得て事業発進したんだという答弁をされました。そこ

で、合意を得た書類なり、あるいは、そういう合意を

得たという根拠を示してください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  書類等で判こ等をいただい

て合意を得たわけではないようでございます。口頭で

お話をして、協力しますよというふうな答えをいただ

いたというふうに聞いております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  私も、その場所の関係で相談

を受けたことがありますので、確認したいと思います

が、今、その土地の提供がまだ決まってない方の補償

額がというような話が今あったわけですが、私は、そ

れだけではないように聞いております。この方は消防

団のリーダーもやっている方ですので、避難について

は重要なことをいろいろ思いながら進めているという

ことで、先ほどバイパスといいますか、45号に上がる

道路が必要だよという話も聞いておりますし、津波の

ほうへ向かって逃げるというような先ほども話が出て

ますが、それにも反対したというようなことでの話も

知っている限り聞いておりますが、そういう話はあり

ませんでしたか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  そういうふうな話は交渉の

中であったと思います。地権者の方が海に逃げるよう

なのは反対だと、いろいろな話し合いを行っておりま

すので、その内容の中で階段とか、そういったものも

出てきているものと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 
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○15番（小倉建一君）  そういう意味からいきまして

も、そういうルート等の考えを持っての反対をしたと

いうのも私も聞いておりますので、しかも、その方の

土地まで入ったかどうか、直前までは工事でもう大き

く掘られたよという話で、精神的にも参ったという話

なわけです。先ほども出ていましたが、そういう判こ

を押さなきゃだめだよというような苦痛までさせてい

るという状況ですが、その辺は感じになりませんでし

たか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  本人のほうからそうだとい

うふうには伺っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  非常に今大変な問題だなと思

っております。私、総合防災公園のときに、大湊部長

が、私は人生62年生きていて、地震が来たらとにかく

高台に逃げるんだって、部長席で答弁したことがある

んです。 

 ところが、今の話を聞けば、その本人が海に逃げて

いくという仕組みをとっていたということになると、

それは議場での答弁とやっていることが違うんじゃな

いかというのが一つあります。 

 そして、私は、この防災公園についても、旭町・大

崎の避難路として復興交付金事業で採択してもらう努

力をしたのかということを、前にも質問したことがあ

るんです。ところが、あそこは防災公園という中で園

路という形で進んできたというふうなこともある。 

 私は、復興担当部長が今のような現場と議場の答弁

と違う。それから、避難路を復興交付金事業で、今の

北通り線は避難路として復興交付金事業でやったけれ

ども、一方で、旭町・大崎については防災総合公園拠

点施設整備事業で園路を整備するというのは、私はど

うも聞いていていまいち納得できない。 

 それから、さっき小野寺さんが法的にどうかという

ことを聞いています。これはやっぱり法的にどうかと

いうのは大事な問題でして、まだ議案の審査もたくさ

んあるんですが、12時半ですが、暫時休憩をして、き

ちっとした答弁を整理してもらってやらないとまずい

かなという思いがあるんですが、いかがですか、議長。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいま濱欠議員のほうか

らも話がありましたんですが、先ほど、いずれ市長が

答弁したのに尽きるとは思うんですが、この話を整理

するために暫時休憩いたします。再開は午後１時とい

たします。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  じゃあ12時40分に再開しま

す。食事は準備しておりませんですので我慢して続け

てください。 

 いずれ今の質問内容については大変重要な問題でご

ざいますので、質疑、答弁を整理するために休憩いた

します。再開は12時40分にしますので、よろしくお願

いします。 

    午後０時26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０時40分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 ８款土木費の審議を継続します。中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  先ほどの自己契約でござい

ます。民法第108条では、相手の代理を本人がしたり、

本人と相手の代理人を同じ人が兼任することを禁じて

いるということでございます。 

 今現在、調べましたところ、市と地権者という形で

の契約になりますので、これには当たらないというこ

とになります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ９款消防費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ９款１項消防費でありま

すが、５目災害対策費は、地震・津波ハザードマップ

等整備事業費64万8,000円の増ほか１件の増、合わせ

て464万8,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。12番中平

浩志君。 

○12番（中平浩志君）  このハザードマップに関して

なんですけども、一般質問でも大分この問題に関して

は質問がされましたけれども、具体的に増額になった

内容についてお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  この増刷分につきまして

は、転入者とか、あと欲しいと言ってくる方もござい

ますので、それに向けた増刷になります。 

 以上です。 
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○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  内容的にはわかりますけど、

私は、ただ単に各家庭にこういったハザードマップを

配布するだけでなくて、もうちょっとインターネット

も使いながらのハザードマップの表示というのか、そ

ういうのも私は必要じゃないかなというふうに感じて

います。 

 もちろんインターネットだけだと、家庭にあるパソ

コンは持ち運びできませんので、例えば、今、スマホ

なんかもありますけれども、こういうのにも常時見れ

るような形にしておくことによって、特に若い人たち

は紙を見るんじゃなくて、スマホを見るのが多いもん

ですから、そういった部分の考えというのはどうなん

でしょうか、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ホームページの掲載とい

うことでございますが、今現在その検討を進めている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 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）  22ページをお開き願いま

す。 

 10款教育費３項中学校費でありますが、１目学校管

理費は学校管理経費70万円の減ほか１件の増、合わせ

て1,030万円の増額、２目教育振興費は、情報処理教

育振興事業費100万円の増ほか１件の減、合わせて70

万円の増額。この項は合わせて1,100万円の増額を計

上。 

 ４項社会教育費でありますが、１目社会教育総務費

は、備品購入に対する補助金の拡充により、公民館類

似施設社会教育事業費補助金61万2,000円の増額、２

目公民館費は、公民館運営管理費25万5,000円の増額、

４目文化会館費は組み替えのため補正額の増減はあり

ません。５目三船十段記念館費は、三船十段記念館運

営管理費277万5,000円の増額、この項は合わせて364

万2,000円の増額を計上。 

 ５項保健体育費でありますが、２目体育施設費は、

体育施設維持管理費40万9,000円の増額を計上いたし

ました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  この学校維持補修経費に元気

の交付金が使われておりますが、先ほどの歳入での残

金を聞きましたが、もう一回、この分のほうの残金を

教えてください。 

 それから、元気の交付金ですが、繰り越しはできな

い交付金だというふうに伺っていますが、平成26年度

中に使い切らなきゃならないお金ではないかというふ

うに認識していますが、その点お聞かせください。 

 もう一点は、文化会館の委託料の209万9,000円の内

容をお聞かせください。 

 もう一つは、三船記念館のこれは工事請負費になっ

ていますが、どういう内容の工事なのか。 

 それから、体育館は維持費ですけども、40万9,000

円ですが、この時点での維持費、委託料の増ですけど

も、内容をお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  元気交付金の残高という

ことでございましたけど、21万9,000円でございます。

あと、繰り越しできるかどうかにつきましては、ちょ

っと資料を取り寄せてご答弁させていただきたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  公民館自主事業費でござ

いますけれども、これにつきましては、これまで当初

予算で事業計画、予算をお願いしておりましたが、実

際に事業をするに当たって、これまで直接旅費等を支

払う予定で予算化していたものを、代理店等の委託事

業に振り替え等を行ったもので、内容そのものは変わ

るものではございません。 

 次に、三船十段記念館の運営費でございますけれど

も、この部分は記念館に太陽光発電を設置しようとし

ているところでございますけれども、屋根のほうが雨

漏りの不安がございまして、設置前に雨漏りの修理を

いたしたいというものでございます。 

 次に、体育施設維持管理費でございますけれども、

体育館につきまして特殊建造物の定期点検報告が今年

度行うこととなっておりましたので、補正でお願いし

ようとするものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  先ほどの元気交付金につい
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ての答弁をさせます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  先ほど答弁保留をした元

気交付金の繰り越しの関係でございますが、26年度中

の事業執行ということで、繰り越しできないというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  この三船十段記念館に太陽光

発電ということですが、あそこは北寄りの建物で、な

かなか日が当たりにくいというか、夏場あたりは当た

りがいいかもしれませんけど、冬場はなかなか太陽光

が届かないというような感じのところなんですけども、

屋根にやって、１年中の効果といいますか、どうなの

か。そして、この太陽光発電の内容は、記念館の分を

そこでつくって使って、余った分を東北電力に売ると

いう形のものなのか、内容をお聞かせいただきたいと

思います。 

 それから、さっき委託料に切りかえたという話でし

たが、どういうことなんですか。今まで予算措置して

いたけども、委託料に切りかえたということの内容、

ちょっと理解できないところがあったんで、お聞かせ

ください。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  文化会館の自主事業の科

目の切りかえというか、組み替えでございますけれど

も、当初は市のほうで直接出演者に交渉し、旅費ある

いは謝金、そういうふうな形で予算をお願いしたとこ

ろでございますけれども、代理店等を経由しますと一

口で委託料という形で支出する形になりますので、そ

の辺の整合性をとらせていただいたものでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  奈良産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（奈良透君）  太陽光発電の質問

の件ですけども、三船十段館には、そのほかの施設に

関してもですけども、災害のときに必要 小限必要な

電力をその太陽光で賄うということで考えております

ので、売電のほうはちょっと考えておりません。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  先ほどの委託ですが、例えば、

前にアリオン財団とか、そういったところに出演者を

お願いするのに委託した経緯があるんですが、今回の

委託先はどこでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  その点、ちょっと資料を

取り寄せて、ご答弁申し上げたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、第１条の質疑を終わります。 

 次に、第２条、債務負担行為の補正、説明を求めま

す。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第２条、債務負担行為の

補正につきまして、表によりご説明申し上げます。４

ページ、５ページをお開き願います。 

 第２表、債務負担行為補正でありますが、過年発生

補助災害復旧事業について、表のとおり限度額を変更

しようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条、地方債の補正、説明を求めます。勝

田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第３条、地方債の補正に

つきまして、表によりご説明申し上げます。６ページ、

７ページをお開き願います。 

 第３表、地方債補正でありますが、歳出予算に関連

して、災害援護資金貸付事業ほか１件について、表の

とおり限度額を変更しようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 保留の答弁がありますので、そのまま暫時お待ちく

ださい。 

 先ほど、城内議員への答弁を保留してましたので、

答弁をいただきます。小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  大変失礼いたしました。

代理店ではなくて、ＪＴＢあるいは県北観光等をお願

いするということでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  それでは、採決いたします。

議案第２号「平成26年度久慈市一般会計補正予算（第
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３号）」は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 議案第３号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第７、議案第３号「平

成26年度久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は、歳入歳出別に説明を受

け、審議を行うことにしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めま

す。米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  議案第３号について、

事項別明細書によりご説明申し上げます。８ページ、

９ページをお開き願います。 

 ２、歳入でありますが、６款諸収入１項雑入１目雑

入は、190万5,000円の増額を計上、これは実績による

消費税及び地方消費税還付金の減額と財源調整のため

の雑入の増額に伴うものであります。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  10ページ、11ページ

をお開き願います。 

 ３、歳出でありますが、１款１項漁業集落排水管理

費１目総務管理費は、その他管理事務費として消費税

及び地方消費税分190万5,000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、組み替えのため補正額の増減はありません。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第３号「平成26年

度久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）」は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第８ 議案第４号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第８、議案第４号「平

成26年度久慈市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は、歳入歳出別に説明を受

け、審議を行うことにしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めま

す。中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、議案第４号につ

いて、事項別明細書により説明申し上げます。８ペー

ジ、９ページをお開き願います。 

 ２、歳入でありますが、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、50万円の増額を計上

いたしました。 

 ６款諸収入２項１目雑入は50万円の増額を計上いた

しました。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、10ページ、11

ページをお開き願います。 

 ３、歳出でありますが、２款下水道事業費１項下水

道整備費１目管渠施設費は、現在、川貫地区に建設を

予定している雨水排水ポンプ場に接続する雨水排水路

を整備するため、雨水排水路の工事に係る測量設計委
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託料を計上するものであります。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第４号「平成26年

度久慈市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）」は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第９ 議案第５号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第９、議案第５号「平

成26年度久慈市水道事業会計補正予算（第２号）」を

議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は、条ごとに説明を受け、

審議を行うことにいたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 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）  それでは、議案第５号

「平成26年度久慈市水道事業会計補正予算（第２

号）」についてご説明申し上げます。１ページをお開

き願います。 

 第１条、総則でありますが、平成26年度「久慈市水

道事業会計補正予算（第２号）」について、次の第２

条から第３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。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 第２条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２条収益的収入及び

支出につきまして、予算実施計画補正によりご説明を

申し上げます。４ページ、５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、１項営

業費用１目原水及び浄水に324万2,000円、２目配水及

び給水費に368万8,000円、４目総係費に228万8,000円、

この項合わせて921万8,000円の増額。 

 ３款営農飲雑用水給水受託事業費用は、１項営業費

用１目受託管理費に352万2,000円の減額をそれぞれ計

上いたしました。その内容でありますが、いずれも職

員の会計間移動に伴う給与等の調整のため補正をしよ

うとするものであります。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 第３条、議会の議決を経なければ流用することので

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）  前に戻りまして、１

ページをお開き願います。 

 第３条、議会の議決を経なければ流用することので

きない経費の補正についてでありますが、今回の補正

に基づきまして、職員給与費を増額しようとするもの

であります。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第５号「平成26年

度久慈市水道事業会計補正予算（第２号）」は、原案

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第10 発議案第24号、発議案第25号、発

議案第26号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第10、発議案第24号か

ら発議案第26号を議題といたします。 
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 お諮りいたします。ただいま議題となっております

発議案３件は、各会派共同提案でありますので、会議

規則第37条第３項の規定及び先例により、議事の順序

を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 それでは、採決いたします。発議案第24号「「手話

言語法（仮称）」制定を求める意見書の提出につい

て」、発議案第25号「「被災児童生徒就学支援等臨時

特例交付金」継続を求める意見書の提出について」及

び発議案第26号「消費税10％への引き上げ反対の意見

書の提出について」、以上３件は原案のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、発議案第24号から発議案第26号まで、以上３件は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 これをもって、本日の会議を閉じ、第19回久慈市議

会定例会を閉会いたします。 

    午後１時05分   閉会   
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