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  平成26年９月10日（水曜日）午前10時開議 

 

本日の会議に付した案件 

  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 

──────────────────── 

出席委員（21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 

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 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  

欠席委員（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
建 設 部 長
(兼)水道事業所長 中森  誠君 山形総合支所長 中新井田欣也君

会 計 管 理 者 鹿糠沢光夫君 教 育 長 加藤 春男君

教 育 次 長 小倉 隆喜君 選挙管理委員長 大沢 寿一君

監 査 委 員 石渡 高雄君 農業委員会会長 宇部  繁君
総務部総務課長
(併)選管事務局長 久慈 清悦君 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 泉澤 民義君

教 育 委 員 会
総務学事課長 夏井 正悟君 監査委員事務局長 田端 正治君

そのほか関係課長等 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開議   

○委員長（畑中勇吉君）  ただいまから本日の決算特

別委員会を開きます。 

 欠席通告が藤島委員からありました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第１号 平成25年度久慈市一般会計歳入

歳出決算   

○委員長（畑中勇吉君）  直ちに付託議案の審査に入

ります。 

 認定第１号を議題といたします。 

 なお各委員にお願いいたします。質疑の際はページ

及び項目等を示し、簡潔に行うようお願いいたします。 

 ８款土木費、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  141ページの道路橋梁費のところに

関連するわけですが、第１点は、久慈川左岸の堤防の

ことですが、今盛んに待避所みたいなのをつくってい

ますよね。この待避所は非常にいいわけですけども、

基準と言いますか、例えば何メーターおきにつくろう

としているのか。 

 いっぱいつくれば、かなりの拡幅になって非常にい

いわけですけども、考え方、ぜひこれは大いに進めて

ほしいんですけど、ただ、住宅がかなり建て込んでき

てますから、例えば、大成橋から久慈橋あたりまで来

ますと、何カ所か出たわけです、体育館の前とか新中

の橋の前とか。ことしもつくるやに聞いてますが、ど

のような考え方でつくろうとするのか、まずお願いし

ます。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  久慈川左岸の待避所整備

の考え方についてでございますけども、平成25年と24

年、２カ年、現場のほうは工事させていただきました
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けども、基本的には24年度には久慈橋と中の橋の間を

整備していくという考えで、踏切の付近に１カ所、あ

と体育館の脇に１カ所整備いたしております。 

 25年、昨年度につきましては、中の橋から上の橋の

間を整備するという考えで整備いたしました。スズマ

測量さん、あの付近に整備いたしました。 

 それと、以前にこの事業ではないんですが、市営住

宅の整備にかかわって、上の橋から大成橋の間となる

わけですが１カ所整備しております。 

 今年度につきましては、久慈川のほうの待避所整備

として、上の橋から大成橋の間に１カ所整備したいと

いう考えでおります。 

 ご質問の中にありました、大変いい事業だというこ

とでありがたく思っておりますが、できれば多く設置

してほしいということなんですが、なかなか適地があ

るようでないということなんです。と言いますのが、

民地側に盛土をして、ある程度スペースが確保されて

いるところで、堤防ののり面を活用して設置するとい

う基本的な考えなものですから、今後の土地利用の進

み方等を注視しながら、さらに整備は進めていきたい

と考えておりますが、基本的にはそういう考えで進め

ております。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そこで、実は前の会議の中でも、ち

ょうど久慈小学校のところの昔の市営住宅の入口がも

うなくなって、小学校への取り付け道路になっていま

すけど、そこと寺里川に降りる道路があって、あそこ

の交差点が非常に狭隘だということで、あそこに何と

か歩道をつくってほしいとお話した経緯があったんで

すが。 

 あそこの部分に、いつも選挙用の看板が立つスペー

スがちょうどあって、いろんな選挙の場合は掲示板が

立つんですけど、その部分が結構空いているんです。

そこを生かした形で、車道じゃないけども、歩道さえ

つくってもらえば車が交差点でも自由に走れるという

状況なんですが、その辺をやっぱり工夫して、ちょう

ど寺里川に降りたところと、それからジョリーという

美容室があるんですが、そこのところと、久慈小学校

の前の市営住宅に入る取り付け道路をうまくつなぐと、

子供さんたちも安全に通学できるという、一石三鳥か

四鳥という道路ができるんですが、車も楽に通れるよ

うになるんで、せっかく今その間に計画しているんで

あれば、その辺含めてお考えいただきたいと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  今年度、26年度の整備箇

所につきましては、小学校付近が適地かというふうに

考えておりましたので、今のご指摘の箇所についても

含めて、学校関係者等と地元とも協議しながら箇所選

定をしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  次は、25年度の決算の関係ですから

都市計画になると思うんですが、防災公園の関係、都

市計画のほうで担当し始めたわけですけども、その関

係で、今、広島のことしの災害、濱欠委員に言わせれ

ば人災、私もそう思うんですけど、人災が起きたわけ

です。 

 この起きた時間に、夜中の３時に80ミリ、時間です。

それから、４時ごろ100ミリ降ってるんです。データ

で持ってるんです。これは私は赤旗の広島土砂災害に

問われるものの、１回目のシリーズの中に書いてある

んで読んでますが、そういう雨が降るっていうのは、

これはもう今後、常態化してくるんじゃないかという

ことが予想されるわけです。 

 確か、防災公園をつくる際に、時間50ミリとか、要

するに今まではそんな感じで見てた感があるわけです

が、この時間100ミリ、地域で降ったとすれば、恐ら

く相当な被害、地すべりが起きるということが予想さ

れるわけです。 

 そういった意味で、やっぱり国も今、土砂災害の法

律の見直しをまたかけてますけども、まさに何年か前

の広島の被害を受けて土砂災害法をつくって改正をし

たが、しかし、それでも間に合わなかった、今回。今

回もそれがうまく適用されなくて、こういった事態に

なってきているということがあるわけですけども。 

 そういった中で、これからつくろうとしているのに、

こういう100ミリということを予想したときに、この

ままつくっていいのかということ。これは国にも問わ

れると思うんです。国土交通省だって、つくりなさい

と言わないと思うんです。 

 そういった意味で、本当に今こういった事態が出て

るときに、やっぱりきちっと正面から見直しを図って、

国とも再度私は胸襟を開いて、こういう事態が起きた

ので、私たちは50ミリでしか考えてないけども、100
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ミリだったらどうなるか予想もつかないことがあるん

で、ちょっと見直しについて相談させてくれと、門を

たたいたらどうですか。そして、きちっと見直しをし

ていくというのは、やっぱり政治がやることじゃない

でしょうか。そういう気がしますがどうですか。 

 この広島のは、決して他人事じゃないんです。しか

も、私たちも指摘したとおり、ものすごい地すべり地

帯ということで、国の調査でも示されているわけです

から、そこのところを無視した形で開発をするという

のは、自治体としてやるべきじゃないと、公の機関と

してやるべきじゃないと思うんですが、80ミリ、100

ミリという雨が降るんだということを予想した場合に、

そういうことが考えられませんでしょうか。お聞かせ

ください。 

○委員長（畑中勇吉君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  防災公園にかかわり、

広島の例を挙げてご質問いただきました。 

 今、城内委員さん言った見直しというのは、場所の

変更という意味で捉えましたけども、今、広島の降雨

の雨量、具体的に100ミリという例を挙げて、数字を

挙げてご説明いただいたわけなんですが、私どもが何

回も今までいろいろお話いただいて、この議会におい

てもいろいろ議論、お話したことになるわけですけど

も、いずれ、私どもとすれば、今予定しておりま

す癩癩 

    〔地震発生〕 

○委員長（畑中勇吉君）  暫時休憩いたします。 

    午前10時10分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午前10時13分   再開   

○委員長（畑中勇吉君）  委員会を再開します。 

 城内委員に対する田畑都市計画課長の答弁を継続い

たします。田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  引き続きご答弁申し

上げます。 

 旭町・大崎地区の防災公園につきまして、いろいろ

議論をいただいたわけでございますが、今、広島の例

を挙げてご質問をいただきました。１時間雨量が100

ミリを超える。私どもも気象庁のデータで調べまして、

３時間で200ミリを超える雨量ということなようです。

非常に想像を絶するような大雨ということで、大きな

原因になったものではないかと考えております。 

 100ミリという例を挙げてお話あったわけでござい

ますが、久慈市において、100ミリはどこが安全なの

か、どこがどういうふうになるのか。これはなかなか

詳しくはご回答できないわけでございますが、私ども

とすれば、今予定しているところにつきましては、

ボーリング調査等を慎重に行いまして、万全の対策を

とって事業のほうを進めたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうです。２時から４時まで合計

200ミリを超えています。２時は30ミリ、３時は80ミ

リ、４時は110ミリになっています。200ミリ超えてい

ます。 

 今の答弁ですが、200ミリ降ったとすれば、かなり

のところ久慈は被害を受けます、確かに。何年か前に、

山形町に１時間50ミリ降りました。そのとき、久慈川

河川の堤防は、あと５センチや10センチでオーバーフ

ローだったんです。もし、100ミリ降ったとすれば超

えるんです。そうすると、当然、どの辺からでしょう

か、畑田辺りからオーバーフローして、ずっと久慈町

も全部水浸しになります。そういうことになります。 

 ただ問題は、しかも旭町・大崎地区は地すべり地帯

というふうになっているわけです。今、ボーリング調

査をして工事やると言いますけど、それは今、あなた

方は100ミリ、200ミリ降るという前提で工事をするん

ですか。そういうことができんですか、本当に。50ミ

リという話は前から聞きますけど、そういった事態が

可能性としてあるわけです。現に起きていますから。 

 これからつくるときに、今、検討しているときに、

そういった事態があるのに、そこを無視して突き進む

というのは、私はやっぱり、国だって今の事態を踏ま

えておかしいと私は言うんじゃないかと思うんです、

国だって。国土交通省だって、そういう地すべり事態

に今後起こりうる可能性があるのに、とりやめるべき

だって来るんじゃないですか、返って。国から言われ

てからとりやめるのですか。 

 そうじゃなくて、やっぱりみずから計画したところ

で、こういった事態が起きたんで、ぜひ見直しを考え

たので相談に乗ってくれって行くべきじゃないですか。

国がこういった事態が起きたんで、ちょっと待てって

来る前に私はやるべきだと思いますが、それが自治体

のありようじゃないですか。国から言われてからやる
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んじゃなくて、こういう事態、可能性があるんで、再

検討したいのでぜひ相談に乗ってくれと言ったら、国

は今の事態を踏まえて相談に乗ります。乗らんとおか

しいです。担当部長どうですか。課長答弁の話じゃな

いです、これは。本当に真剣に考えてください。 

 大崎のほうに今住んでいる数戸ありますが、そうす

ると、あのほうには必ず流れてくるんです、土砂が。

ぜひ、そこのところをやっぱり真剣に考えてほしいし、

あなた方がつくって、退職してからの事故になるかも

しれん。確かに、それはいつになるかわかりません。

しかし、つくるということは、そういうことが可能性

としてあるんであれば再検討するべきだと私は思うん

ですが。 

 ぜひ今の事態を踏まえて、今日の気候状況の変動が

あることを踏まえて、私はぜひ防災公園については見

直しを図って、国に対して今の事態を踏まえて再検討

したいという申し出をすべきだと。それで答えがなか

ったら、それは私はいいです、国がそれでもやれって

言うなら。国だって絶対それに応えると思う。ぜひや

るべきです。お願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  一般質問のほうでも濱欠議

員のほうに市長のほうからご回答いたしましたとおり、

あの場所で現在進めていきたいということでございま

す。今はその方法しかないということでございます。 

 雨につきましては、100ミリを超えるというような

ことは、なかなかにそれのための設計基準、これを全

部、日本全国見直すというのはなかなかに難しいもの

があると思います。私どもも各地区、各河川によって

公共下水道であれば何ミリと久慈川であれば何ミリと

いうふうに基準を決めて設計をしております。それ以

上になりますと、やりたいんだったら市単費使ってや

りなさいというふうなことで国交省のほうからは言わ

れております。なかなかにどこまで対応して、どこま

での大きさにするかとか、どこまで丈夫にするかとか、

そういったものもございます。 

 また、久慈市内100ミリを超えますと、いろんなと

ころで災害が起きると思います。これをどこがいいと

かっていうのは、先ほど課長のほうからも言いました

けれども、大変難しいものがあると思います。 

 今後につきましては、慎重にボーリング調査等、設

計等をしながら事業を進めてまいりたいと思いますの

で、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  部長も依然として現在に固執してい

るんですが。 

 時間に100ミリ降って、100ミリというのは当然予想

される数字なわけです。ただ、今の工事等が、さまざ

まな100ミリに対応になってないというのは、そのと

おりなんです。 

 しかし、なってないからこそ、久慈市内の中のわざ

わざ地すべり地帯のあるところに防災公園をつくると

いうことについて、やっぱり今の時点でもう１回立ち

止まって、国土交通省と交渉すべきです。それをしな

いんだったら、やっぱり地方自治体としての責任を取

れないんじゃないですか。 

 今の100ミリっていうのは、３時間に200ミリ超えた

雨が降って、広島のあそこでは事故が起きたと。70人

を超える、73人ですか、はっきりしたのは。既に死ん

でいると。人命が失われている状況があるわけです。 

 そういうことを踏まえた形で、これから工事をやろ

うとしているのに、やっぱりこのことについて、１回

は 低でも国に行ってみるべきじゃないですか。副市

長、どうですか。これは本当に大事な点です。これが、

なかったら言いません、私はわかりませんから。しか

し、現に事故が起きているわけです。人災が起きてい

るわけです。そのことに対して、しっかりした対応を

するというのは、やっぱり自治体の責任者として当然

じゃないですか。 

 私はまだ一介の議員ですから、そちらの副市長には

なれませんが、私がもし副市長であれば、 低でも１

回はやります。やった上で議会に報告したらどうです

か行ってきたと。そういうことをやった上で、国がそ

れでもゴーというサインが出たら 小限のことをやっ

たらいいかもしれませんが、そこをやっぱりやってみ

ることが必要じゃないでしょうか。市長、どうですか。

本当にこれは大変なことになりますが、市長か副市長、

答弁してくれませんか。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  大雨災害に備えて、今の防

災公園の建設計画、それはやめるべきだというような

趣旨だと思いますが、何回もこの問題についてはご答

弁申し上げているとおり、今の場所でやらせていただ

きたいということで議会にもお願いし、市民の皆さん
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にも説明会等を開いて進めてきているものでございま

す。 

 そして、市としてどうするかというのを決定してや

るわけでございまして、国から言われたからどうする、

こうするという問題ではないというように考えており

ます。 

 ただし、相談するということについては、当然に技

術的なご指導をいただく、専門的な見地からのご指導

もいただくということに関しては、それは当然になさ

れるべきだろうというように考えておりますので、そ

の点についてはさまざな角度から、技術的な面等を含

めまして指導をいただきながら、先ほども部長、課長

からもご答弁申し上げているとおり、安全なそういう

ものをつくっていきたいというように考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  規定方針と言いますか、これまでの

答弁を繰り返したところですけど、私はやっぱり現時

点での状況を踏まえた形で、一度は国土交通省に行っ

て、こういう状況の中で悩んでいるということは、私

はぜひすべきだと。それをやった上で、こういう結果

だということについては、私は、議会を通じてもいい、

市民に知らせるべきじゃないですか。 

 今の事態を見ないで、規定方針だからということで

盲目的に進めるということ自体について、私は、市民

は納得いかないと思います。現場の人もそう思います

ので、そこのところは、やる前提の中で動いているの

も、私もずっと聞いてます。 

 しかし、そういう状況の中にあっても、さらに慎重

さが必要じゃないかということから、１回このことに

ついて、こういう事態の中で、今技術的な指導もいた

だくという話もされましたけど、しかし、100ミリと

か、そういった事態の指導も、国もまだまだ持ってな

い部分もあるわけです。そういった意味では未知の問

題が技術的にあるわけです。 

 そういった意味で本当に、もう一度こういう事態の

中で、やはり規定方針があるけども、しかし、ちょっ

と相談したいということについてはやった上で、私は

前に進んでほしいんですが、その点、広島の事故を踏

まえた形での対応を一度はすべきだと思うんですが、

再度お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  広島の今般の土砂災害は非常

に大きな犠牲が出たということで、これについては教

訓にしていかなければいけないと思っております。 

 久慈市で進めてまいりました総合防災公園事業、私

も地質的にも非常に問題がある場所だと思っておりま

すので、これについては、大幅な見直しをかけたつも

りであります。 

 先ほども大きな地震がありました。大崎・夏井地区

の皆様は、やはり非常にびっくりしたんだと思います。

万一の場合にどこをどう通って逃げるのかということ

でございます。 

 今回は、園路を福祉の村までつなぎたいというふう

に事業を進めておりますけれども、やはり万一の場合

に、国道395号を使いましては危険だというふうに地

区の方からはたくさんの声をいただいております。や

はりそういった避難路については整備する必要がある

だろうと思っております。 

 地質につきましては、問題もありますので、ここに

ついてはしっかりと、どこにどうルートをつくって、

どういうふうな工事をすれば安全に行けるかというこ

とについては慎重に対応してまいります。 

 100ミリ、200ミリ、300ミリというふうな条件を全

て考えていきますと、全くやることができない、手を

つけないというふうな結論になるかと思うんですけど

も、その可能性とこういうふうに頻繁に揺れる、地震

が来る、津波が来る可能性がある、これをどういうふ

うに調整をするかということについて考えております

ので、道路整備に当たっては、きちんと対策をとって

まいる所存でありますが、それについても、避難路が

要らない、そうしますと現状のままというふうになり

ますので、これについては、やはり市としては大きな

責任があるだろうというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  並行線になるところであれですが、

広島の事態について、軽視とは言いませんけど、かな

り重要視しないと言いますか、残念ながら、なかなか

いったん立ち止まるということについて、その方向で

やりませんと言いますが、この問題は非常に大事な重

要な問題と私は思っておりますので、ぜひとも一回は

国土交通省に行って、この問題について、胸襟を開い

て話す機会をぜひつくってほしいと強く要求しておき
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たいというふうに思います。 

 次に、市道認定のことですが、地権者の方から出ま

して、私も現場を見たんですけど、小久慈町に上柏木

小森沢線という市道があります。平成16年９月28日に

認定になっているわけです。 

 道路を行って見ましたら、全て４メーター未満の道

路なんです。私はずっと、いろいろ位置指定道路につ

いても市道認定してほしいということをずっと申し上

げてきた中で、ここのすみ切りを直さなければないと

か、４メーターちゃんとあるんだけども、いろいろ理

屈をつけて、なかなかスムーズにいかないというのが

あるんですけども、行ってみたら４メーターに満たな

いのが、何でか市の提案で出されて市道認定になって

いるんですけども。 

 その後、平成16年に市道認定になっているから、10

年以上経つんですが、まったく改良の手がつけられて

いないということなんです。 

 地権者に言わせれば、せっかく協力したのに、何で

よくならないのという話が来るわけです。地元議員さ

んにしゃべっていると言うんだけども進まない状況な

ので、私のところに電話が来たんだけども。 

 どういう見通しの中で、上柏木小森沢線が市道認定

になって、しかし、今日まで拡幅もない、側溝も入ら

ない、現状のままの道路でいるわけですが、どういう

ことなんでしょうか。市道認定して、本当に改修する

気で市道認定したのか、どうもわからないんですが、

お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  市道上柏木小森沢線の市

道認定及び整備についてでございますけども、今、お

話のとおり、これは地元の要望をいただきまして、平

成16年の６月に市道認定したところでございます。 

 それで、幅員の関係につきましては、４メーター未

満の部分については、隣接土地所有者の方の承諾、寄

附採納をいただきまして処理したものでございます。 

 市道の整備につきましては、この路線に限らず、全

体の計画の中で緊急性、重要性を勘案しながら、順次

整備を進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の答弁ですが、砂利道で262.9

メーター全て４メーター未満なんです。住宅も結構隣

接をしています。そうしますと、地元からの要望の中

で、４メーター拡幅について、全部の地権者から了解

を得ているのかどうか。 

 得たとすれば、工事をする気になればできるわけで

すけども、なぜ現時点まで全く手をつけず来ているの

か。やはり、地元で協力した方にすれば、１日も早い

改良をしてほしいと思っているわけです。私も場所を

わからないで行きました。軽トラで行ったからいいも

のの、乗用車で行ったら、本当に下手な運転手だと必

ず傷をつけるような狭隘なところもあって、大変な状

況です。しかも砂利道で、普段、グレーダーも入らな

いところです。 

 そういう状況の道路を地元の要望があったからとい

うことで、あなた方は公共的なというふうに提案すれ

れば大概は通るわけですけど、しかし、やっぱり現実

に行ってみると、本当にそういう道路行政でいいのか

ということを感じるわけです。 

 だから、この道路については、もう市道認定になっ

ているわけですから、速やかに計画をつくって、まさ

に約270メーターありますから、一気にはできません。

やっぱり３年か５年かかるかわかりませんが、入口か

ら手をつけて、ぜひこれは工事に入っていただきたい

んですが、今年度は間に合いませんが、来年度から手

をつけますか。ぜひこれは、地権者はもうしびれを切

らしているんです。いかがですか。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  平成16年の市道認定とい

うことで、まさに10年の経過をしているわけでござい

ますが、このほかにも市道認定されておりましても改

良整備が着手できていない、思うように進んでいない

という路線がたくさんございます。 

 現在の市の舗装率は60％弱でございます。したがい

まして、先ほど申し上げましたけども、全体の整備計

画の中で、重要性、緊急性等を勘案しながら、整備を

今後も進めていきたいというふうに考えます。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  一般的な答弁ではだめです。 

 消防車も入りにくいんです。あそこは消防自動車も

入りにくい。救急車も入りにくい。だから、一般的な

それは確かにあります。しかし、そういうことについ

て、今言ったように現場の状況を、現場に担当も行っ

ているはずですから、ぜひそういった事態をまず計画

をスタートさせると。そして、年次計画でいいですか
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ら、１年で一気にやれと私は言っていません。やっぱ

り地元の方々の要望にしっかり応えるということ、そ

れはやっぱり計画に載せてスタートすることです。 

 そして、３年なり５年での計画でやりますというこ

とを地元に示すことが、やっぱり大事じゃないですか。

それをしないで、いつどうなるかわからないというの

ではうまくないので、ぜひとも計画に載せて、計画的

にやりますという方向だけはぜひ示してください。こ

れは、協力した地権者は本当にしびれを切らしている

わけですから、ぜひ地域の安全とか、命の問題とか、

火事の問題で言えば財産を守るとかを含めて、やっぱ

り車が入りにくいというのはそこを守りきれないとい

うことになりますので、ぜひ、いっぱい市道があるの

は存じ上げております。しかし、こういった協力者に

希望を与える意味では、やっぱりこういう計画でやり

ますということを示すべきだというふうに思うんです

が、そういうことについてお答えください。 

○委員長（畑中勇吉君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  ご意見のありました路線に

つきまして、市全体でまず市道が約600キロ弱ありま

す。その中でも、先ほど課長が言いましたように60％

弱しか舗装されていません。 

 さまざまなところからご要望はありますが、その路

線につきましても、市内全体の中で優先度を決めて整

備してまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今の市道整備にかかわってですが、

前にも一般質問でも質問しておりまして、市全体でど

ういう市道の整備が必要かというのをまずは協議した

上で、例えば、今の話にある消防自動車の話があれば

防災課も入れた話し合いとか、全体で計画をつくって、

たまたまきょうはある路線の話をしたわけですが、こ

こで質問が出たからそこを先にやるというような話で

もなく、市全体としてどう考えるかを決めてから整備

をするということで。 

 そうすると、例えば、今の柏木のほうの話でも何年

ごろにはできそうだという話になるわけですから、そ

ういう進め方をしたほうがいいと思いますが、再度お

考えをお伺いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市道の優先だと思います。

市道の整備をするための優先度、これは市長のほうか

らも命を受けております。どのようにやるか、防災上、

それからそこにいる人、そういったものを点数化して、

できるだけ早い時期に優先順位、こういったものをつ

けたらどうかというふうなことは、今議員がおっしゃ

いましたとおり指示を受けておりますので、そういっ

た方向で進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  次に151ページ、先ほどの城内委員

の質問にもありましたが、城内委員もいいところをつ

いているなと、私も同じような考えなわけですが、あ

そこは地すべり地帯だということで、私もずっと反対

してきました。 

 そういう中で、遠藤市長は縮小しながらやるという

計画見直しをやるというような話でやっているわけで

すが、我々にも、縮小したにしても議決責任がありま

すから、その責任のためにもいろいろ、先ほどの城内

委員等の質問で、国のほうに言ったほうがいいとか、

提案があったら、できるところはやりながら進めてほ

しいと思っておりますし、これは答弁要りませんが、

先ほど地質調査の話ありました。現在進めているのか、

終わっているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  地質調査についての

ご質問ございました。 

 発注のほうは既に契約しております。今、予定して

いるのは、15カ所のうち数カ所、ちょっと確認はして

ないんですけど、一、二カ所はボーリング調査は終え

ております。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  先ほど、私の考えだと、遠藤市長も

あそこではなく変更したいという考えできたけども、

どうしても事務が進んでいることから、あそこを縮小

してやりたいという考えかなと思っておりましたが、

そういう中にあって、先ほど建設部長が城内委員の

100ミリの話、降雨量の話があったあと、久慈市内で

場所を探すのに大変でわからないということの発言が

ありました。 

 当時、私がやませで大変だからと言ったら、久慈は

やませはどこもかかるから、どこも同じでないかとい

う答弁をいただいております。私が感じるに、市内ど
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こでも同じだというふうに受けているわけですが、先

ほどの部長の答弁もそうかという気がしております。

感じております。 

 そういう意味から言うと、建設部長がそういう話を

したら、久慈市の土木行政はどうなっていくかという

気がしますが、感想をどうぞ。 

○委員長（畑中勇吉君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  すみません。先ほどは言葉

が足りなかったかもしれませんけれども、100ミリを

超えるような雨の場合、勾配が30度を超えるようなの

り面、こういったところでは、久慈市のような土質の

ところでは、いろんなところで、どこで起きるかちょ

っとわからないというふうなことを話したところでご

ざいます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  普通は、建物をつくるにも、道路を

つくるにも地質は重要ですから、今後、十分考えに入

れながらやってほしいわけですが。 

 あそこは、地すべりというのは、普通の土砂災害も

同じかと思いますが、特に粘土質ですべるということ

で、土をいじるとすべるというのが地すべりというこ

とで経験しておりますが、そういう考えを持っている

かと思いますが、そういう意味からいきますと、あま

りいじらない計画がいいかと思っていました。事業認

可を受けているわけですが、その変更届が必要かどう

かをまず先に確認したいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  計画につきまして、

今お話いただいたわけですけども、私どもの計画に当

たりましては、できるだけ、今、安定はしているわけ

なんですが、小倉委員がおっしゃったとおり、そこを

例えば切土するということになれば不安定な要素をつ

くることになるわけです。 

 そういうふうな計画はできるだけ避ける。ただ、切

土は避けられない場所もあるわけでございますので、

そこの部分に対しては万全な対策を施して、計画を立

てていきたいと思っております。 

 あと、事業認可ということでございましたけれども、

事業認可範囲内で計画をできるものと思っております。

今、実際、これから現地に入って測量等をやりますの

で、小倉委員がおっしゃったとおりの不安定な要素は

できるだけ避ける。そして、どうしても避けられない

場合は万全の対策をする、そういうふうな前提でこれ

から位置設計を組みたいと考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  万全の対策をとるということについ

ては、金がかかるというのは、田畑私案でも100億円

近い金がかかるというような私案も出ておりますので、

できるだけ経費をかけないのがいいということで、岩

手日報にも５月27日分が出ておりますが、例えば道路

も、現道、林道を使って、今の林道を議員全員で歩い

ていますが、安定しているなというところがあります

から、あの拡幅。そしてまた、山を削らない地質のい

い場所に２カ所ぐらい避難場所をつくるという、小規

模な防災公園でいくのかなとイメージしておりますが、

それにしてもこの立成地区は除くというのは聞いてい

ます。その下の田んぼの話は私は必要ないと思ってお

りますが、全くありませんし、今後、どういうふうな

計画を進めるかというのは今からなわけですが、ぜひ、

中間中間で議員のほうに計画の内容等を説明してほし

いと思いますが、考えをお伺いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  途中途中での計画見直しが

あった場合の議会への説明ということでございます。

それについては、きちっとやっていきたいというよう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  ぜひ副市長の言うとおり、本当に議

決責任というのも大きいもんですから、その辺はお互

いに、当局も議員もこれでいいなという、ベストだと

いうまで持っていくような設計にしてもらいたいと思

っております。 

 ぜひお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それでは、141ページの国道281号に

関連してなんですけども。過般の一般質問でも私質問

いたしました荒町地区の電線地中化、それから、歩道

の整備なんですけども、これに関しましては、25年の

３月、12月にも質問いたしまして、今回初めて電線管

理者が東北電力という固有名詞が出てきたわけであり

ます。 

 それで、実は、久慈営業所に早速問い合わせしまし

たら、この種の話は全く私どもにはきてないと。多分、
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盛岡営業所さんのほうで話を受けているだろうという

ことでございます。いずれにしましても、幅員が狭小

であるから、地上基地の設置が困難である等々の理由

で難色されているということですけども、実は、荒町

町内の会の方が本町の歩道を測ってみたらしいんです。

そうすると幅がほぼ同じなんです。ところがあそこは

電線が地中化されている。 

 以前にも言いましたけど、あれは街路灯自体にそれ

なりのものを工夫して、地上基地をなくしているわけ

です。多分、ソフトタイプとかっていう話だったと思

うんですけど、ああいう方法でやれないわけはないん

ではないかと。このことを以前にも言ったんですけど

も、そこら辺のことを、やっぱりもっと研究されるべ

きだし、また、常に答弁が検討してまいりたいと、伺

っているところであるということなんですけど、どう

なんですか。久慈市のほうから直に東北電力さんにお

伺いを立てたり、要望にということはだめなんですか。

そこら辺のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  281号線荒町地区の電線

地中化の件でございますが、まず地中化方式、前にも

ご質問の中にもあったと思いますが、まさにソフト地

中化、地上機器をポールを立ててそれに設置するとい

う仕組みですけれども、もちろん市のほうでもそのこ

とを含めて道路管理者であります岩手県さんのほうに、

そういう話も話題になっているので、そういったこと

も含めて、とにかくぜひお願いしたい、研究してほし

いということで要望しております。 

 あとは電線管理者、東北電力さんのほうに直接要望

してはどうかということに関しましては、これまでは

道路管理者が岩手県さんということで、岩手県のほう

に要望して、それを介して電力さんのほうと協議をし

ていただいているという状況でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  荒町、今回また、秋まつりあるんで

すけど、650年ぐらいの歴史があると思います。荒町

がスタートなんです。 

 それで、立派な山車をつくっても荒町ではオープン

できないというようなこと。それから、歩道でたくさ

んの方が見てらっしゃるんですけど、見学されてるん

ですけど、かなり凹凸がありまして、ここの部分も早

急に整備してもらいたいと思うんです。 

 実は、去年の12月の答弁には、県のほうでも状況を

把握しており、進めていきたい考えであると。ただ、

期日はわかりませんということですけど、その後、ど

のような状況なんでしょうか。お伺いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  歩道のほうの不具合の関

係でございますが、今回、再度道路管理者のほうにそ

ういう形の補修等をお願いしたいということで申し入

れをしております。 

 ただ、凹凸の加減でございますけれども、歩道の景

色にマウンドアップタイプというのと、フラットタイ

プ、日本語で言いますと、車道とほぼ同じような高さ

で歩道を整備する仕組みと、15センチなり、20センチ

ぐらい高く整備するという手法があるんですが、荒町

の場合は、そちらの後方のほうの、車道よりちょっと

高めに道路面を整備して、ただ、各戸の出入口がある

わけですから、そこに取り付け道路をつけるために歩

道を波を打たせるという形で整備されているわけです

が、そこの部分については、やっぱり構造上、今の状

態だとどうしようもないということですので、本来平

らであるべき部分、要は歩道の不具合、そういったも

のについては、補修をしていただくように今後もお願

いしたいというふうに思っております。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  いずれにいたしましても、先ほど来、

津波災害もさることながら集中豪雨による土砂災害の

話がありましたけども、この荒町地区は砂防ダムに助

けられている地区なんです。上の三角山のほうから、

ある程度がけ崩れ等の防止のために。 

 そういう意味でも、防災のためにも、やはり地中化

ちゅうのは早めにやっていただければと、そのように

思っています。 

 また、荒町から駅までが中心市街地ということなん

ですけど、中心市街地の話とか、市民の方とやります

と、地下道の整備の話が出てくるんですけども、私も

見てきました。確かに天井がはげているところもあり

ますけど、やっぱり一番は蛍光灯じゃないでしょうか。

ちょっと古いし、あれ自体をＬＥＤか何かに、新しい

形のものに変えれば、かなりすっきりした地下道にな

るんではないかと。当面、あの地下道は使うことにな

ると思いますんで、そこら辺のお考えをお聞かせ願い

たいと思います。 
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○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  駅前の地下道の維持管理

の部分でございます。 

 天井のコンクリートの剥離につきましては、今、補

助事業のほうで対応していきたいということで、計画

に載せて準備を進めているところでございます。 

 合わせて、ただいまの蛍光灯の更新、それについて

も検討していきたいというふうに考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  主要施策のほうの86ページになる

わけですが、北野本波線、これに防雪柵は昨年度設置

していただいたわけですが、今年度も、今の火葬場の

ところからの私の前のほうに、あそこに１カ所防雪柵

が今年度予定されているはずなんですが、いつごろ設

置されるのか、それをお尋ねいたします。 

 それから、先ほど来、話が出ております防災公園に

かかわってなんですが、福祉の村から今の林道関係の

道路を、あの辺を防災公園側の道路をつくりたい、公

園をつくりたいということなわけですが、私は従来か

ら福祉の村からの道路は大崎地区に道路は通すべきと

いうことで、私は賛成論者ではございますが、ただ、

小倉委員のほうから先ほどお話がありました、切土盛

土はできるだけ広場をつくる場合は小さくということ

でお話がございましたが、私は自然相手の仕事をして

いる関係上、一つだけ参考になれば幸いと存じますが、

切土は、もちろん急に切ってはだめなわけですが、た

だ、ああいう土質の弱い場所は切土をした土をそこに

盛土をすると、確実に走る原因になります。ですから、

切土をした土をそこに置かないことです。盛土を極力

しないと。切土をして、平場をつくるぶんには、さほ

ど土砂が、土が動くということはほとんどないんです。

これは、林道を開設すれば一番わかるんですが。 

 例えば、この間の雨でも岩泉のほうでこういうこと

がありましたが、恐らくあれは40度、 も傾斜があっ

た山だと思うんですが、岩山です、それも。ところが、

そういう場所で林道を通します、これは国有林でした

が。私じゃないほかの業者がやっておりましたけども、

そこのところの林道を切土して道路をつくるわけです

が、そして、ある反面、沢の部分に盛土をするわけで

す。沢の部分に盛土をした部分が一斉に走るわけです。

いわゆる、盛土切土の境目の部分から。 

 ですから、切土をした部分は、ほとんど切土をした

地山の部分、その部分はほとんど走ることはありませ

ん。ただ、盛土をした部分は、必ずと言ってもいいぐ

らい動きます。わかりますよね。元地盤はほとんど動

くことはないんです。ですから、もしこの公園等をつ

くるとするならば、極力盛土をしない。切土の部分は、

まずほとんど大丈夫だと思います。ですから、盛土は

絶対しないと。 

 ああいう粘土層の場合は、盛土をすれば、水を含め

ば必ず走ります。恐ろしいんですよ、粘土層が動きだ

すと。一旦動き出すと、止めようがありません。です

から、隣地の木は極力切らない。本当に 小限度にす

ると。木を切れば、必ず根が死にますので。ですから、

極力木は本当に 小限度にと。 

 道路をつくる場合は、必ず木は切らなければなりま

せん。でも、一般的な考えじゃなく、本当に 小限度

に、必要 小限度に。隣の道路からちょっと外れた、

ちょっとミラーが当たらなくなるような部分の木はも

う切らないと。ややもすると、のり面の関係でずっと

切るわけです。そういうことは、絶対しないようにし

たほうがよろしいですよ。 

 私は、先ほど城内委員のほうから話がありました広

島の山とはちょっと違うと思っているんです、同じ危

険な山であっても。なぜかというと、山の高さが全然

違います。500メーターもある山と、三十何メーター

か40メーターの山と、それは比較できるわけがありま

せんので。ですから、危険度はそこまではないと思っ

ているんです、走るシロがありませんので。 

 ただ、粘土層ですから、動き出せばじわじわと動き

だしますので、その辺のところを土木課の皆さんは、

いわゆる自然を相手にする部分もありますので、そこ

の部分は肝に銘じて設計をしないと、作業をしないと、

あとで大変なことになろうかと思いますので、その辺

のことについても答弁いただければ幸いです。参考に

なればと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  北野９号線の防雪柵の関

係でございますが、昨年度は北野本波線のほうの整備

をして、引き続き整備をすべく、現在設計を進めてい

るところでございますので、早期に完成できるように

努めてまいります。 

○委員長（畑中勇吉君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  防災公園につきまし
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て、いろいろアドバイスをいただきました。 

 私どもも現場を熟知している方、あとは地元の方の、

例えばこれまでの災害等の部分、そういうようなこと

を聞き取りをして、参考にしなければならないという

部分は基本的に考えております。 

 具体的にご提言いただきました切土に関しては、小

倉委員からもご質問いただいたわけなんですが、ボー

リング調査等を実施しております。それによって切土

の部分は、硬いコンクリートの法枠工で、抑えなけれ

ばならない工法等も出てくるかと思っております。 

 あと盛土の部分につきましてもご提言いただきまし

た。私どもも、できれば盛土はすべり面の一番端、一

番下のところ、工法的にも抑え盛土工法というのはご

ざいます。できればそういうふうに、今よりも安定す

る方向の場所にはできるだけ盛土をするという考え方

でございます。 

 あともう一つ、木は 小限ということをお話しいた

だきました。基本的には公園でございますので、 小

限に木の伐採等も考えていきたいと思います。 

 基本的ないろいろアドバイスをいただいたことを参

考にしながら、計画を進めてまいりたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  河川管理についてですが、河川の支

障木、台風、洪水等あるわけですが、非常に木が繁茂

している河川、特に私の住んでいる近くにもなるんで

すが、田沢川の木が非常に大きくなっているので、そ

れらについて、あそこは県管理と伺っているわけです

けども、そういう計画はどのようになっているのか。 

 それからもう一つは、津波のときに、津波によって

久慈川、あるいは長内川の木が枯れて、久慈橋の南の

当たりのかなり整理した部分もあるんですが、枯れた

木をなぜか残したままになっているのが見受けられま

す。長内川のほうは手をつけていませんから、枯れた

のがそのままということで、台風等で河川が氾濫した

とき、それが流れれば、またさらに災害が二次災害み

たいになる可能性があるのではないかということで、

市民からも尋ねられたことなんかもありますが、その

辺についての状況の予定等はどのようになっているの

か、お伺いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  河川管理にかかわって２

点ご質問いただきましたが、田沢川の支障木のほうで

すけども、市のほうでも現地を調査して、かなり大き

な木が繁茂しているという状況は確認して、県のほう

に申し入れをしております。 

 ただ、県のほうでも一度には大変だということで、

部分的ではあるかもしれないけど取り組んでいきたい

というところまでは確認しておりましたが、いつごろ、

どういうふうにというところまでは、再度確認して、

早急に対応していただくようにお願いしたいと思いま

す。 

 あと津波の関係で、枯れた木がそのままになってい

ると、立ったままになっているということでございま

すが、これに関しても、景観上あまりよくないわけで

すので、河川管理者のほうに伝えて処理していただく

ようにお願いしていきます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  防災公園問題で一つだけ教えてく

ださい。 

 ボーリング調査を踏まえて慎重に対応していくんだ

ということですが、その点で、いわゆる交付金事業で

繰り越しになっているわけですが、事故繰り越しとい

いますか、再度の繰り越しを想定しているのかどうか。 

 確か、私は６月議会で、市長答弁で事務的にかなり

進んでいるので場所の変更は難しいという答弁をいた

だいて、場合によっては、事故繰り越しも可能だと、

場所の変更もハードルは高いけれども不可能ではない

という国交省の答弁も紹介して質した経緯があるんで

すが、再度の繰り越し、事故繰り越しも想定している

のかどうか、その点が第１点。 

 それから、道路問題で、145ページの調査測量設計

にかかわってですが、上目吉町の宮城建設の向かいの

調査費でも2,000万円前後、事業費でも１億円近くの

予算が充てられていると思うんですが、なかなかに工

事が着工されていないです。その辺の問題と見通し、

お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  防災公園の関係で、

事故繰り越しを想定しているかということでございま

す。 

 今の現実的には、25年度の予算を26年度に繰り越し

しております。明許繰り越しということになります。

なかなかお答えにくい部分になるわけなんですけども、

事故繰り越しというそのものは、まさしく事故になる
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わけでございます。想定して繰り越しという部分では、

私の立場から言いますと想定しているとは、そういう

部分ではちょっとお答えにくい部分があります。 

 26年度に繰り越している部分、これは事故繰りをし

ないように、今、努力しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  市道日吉町堀線の整備に

ついてでございますが、復興事業の本格化によって大

型車が増大して、路面が非常に傷んで、地域住民の

方々に大変ご迷惑をかけていたわけでございますけど

も。 

 設計のほうと用地のほうもめどが立ちましたので、

入札をしてございます。宮城建設株式会社さんのほう

にお願いしております。 

 それで、今、現場のほうの着工のための内容、準備

をしている状況だと思います。徐々に現場のほうに丁

張とか、そういったふうに現場のほう進めていけると

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  事故繰り越しの問題だけども、想

定はしていないということですが、なかなかに答弁し

づらいということもあったんですが、可能性とすれば

あり得ると、翌々年への繰り越しも否定できないとい

うことになりますか。 

○委員長（畑中勇吉君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  繰り返しになるかも

しれませんが、事故繰りの制度があるというのは、私

も存じております。繰り返しになりますけれども、今、

明許繰り越しをしている25年度予算、これを今年度、

26年度で執行できるように今努力しているということ

でご理解をお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  153ページの住宅費に関してですが、

今、市営住宅の外装改修に入っているようでございま

すが、この決算でいうと繰越明許でやられていますが、

今は萩ケ丘に入っていますけど、これは新年度分でや

っているのかどうかお聞かせください。それが第１点。 

 それから、萩ヶ丘団地の登り切ってＴ字路なんです

が、右側の道路が長年未舗装でずっときているんです

が、あの分の道路の名義は土木なのか、管財が管理し

ているのか、どこが管理している市営住宅の道路なの

か。ちょうど登り切ってＴ字路になります。そして右

側の東側の道路が６メーター道路がずっと続いている

んですけど、住宅が並んで、それがずっと長年、建て

たときから未舗装になっているんですけど、なぜなの

かお聞かせいただきたいと思います。 

 もう１点、先ほど草刈りの件で申し上げているんで

すが、久慈川ののり面の保護の改修の関係ですが、こ

れは以前にもぜひ県の土木に早期に改修してほしいと

いうことを要請していただきたいということを発言を

しているんですけども、その辺、なかなか進んでいな

いんですけども、久慈川の河川の堤防ののり面の改修

方については、どういう計画になっているのか、県は

やる気になっているのかどうか。やりたいけども金が

なくてやらないのか、その辺の状況をどうつかんでい

るかお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  濱田建築住宅課長。 

○建築住宅課長（濱田哲弥君）  萩ヶ丘住宅の外装の

工事の関係についてでございますが、ただいま、さい

わい団地のほうは、壁に断熱材を入れて結露を防止す

る工事をしてございます。あと屋根の工事をしてござ

います。萩ヶ丘団地でございますが、壁の外装の補修、

それから屋根の塗装を行っているところでございます。 

 これは、去年と今年度でとりあえず行っております

が、さいわい団地に関しましては、３号棟を来年やる

予定でございます。 

 あと道路に関しては、ちょっと確認してお答えいた

します。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  久慈川ののり面でござい

ますけども、以前にも同様のお話をいただいて、県の

ほうにお願いをしたところでございますが、また改め

て再度お願いをしたいというふうに考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ありがとうございました。 

 ぜひお願いしたいですが、以前にお願いしてから全

然手をつけてないんですよ。本当に危険な草刈りにな

りますので、ぜひやるようにといいますか、県の管理

ですけど、市が市道として、上が市道なんですよ。そ

して、路肩が物すごく壊れやすくて、何回か、月に１

回か、とにかくかなり多くのり面のちょっと端っこを、

市道の分のあそこが土ですから、穴ぼこになって本当
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に維持管理する係が苦労しているようですけども。 

 そういった点からも、それをちゃんとしてやらない

と、のり面だけじゃなくて、のり面をそのままにして、

道路分だけ直しても、すぐまた壊れるんです。したが

って、のり面保護をちゃんとしないと、未舗装の部分

の路肩の分、あの分がすぐに壊れて大変な状況になっ

ているのが現実ですので、路肩を守ることと、そして

のり面の工事を一緒にやらないとその辺がうまくいか

ないと思いますが、そういった点で、ぜひ連携したや

り方をお願いしたいんですが、再度お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  堤防の路肩は、路面の部

分については道路占用をさせていただいて、市道とし

て使用しているという状況でございますので、今の話

を踏まえて、河川管理者と連携しながら対応を検討し

たいというふうに考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員に対する濱用建築

住宅課長の答弁が保留になっておりますが。 

 滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  保留しておりました萩ヶ

丘団地の道路の整備についてお答えをいたします。 

 市道萩ヶ丘団地３号線ということでございますので、

今後も適切な維持管理に努めていきたいというふうに

考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  実は、以前田屋町の道路を舗装した

ときに、財政課で持っている道路があったんです。40

年ぐらい前ですが、かなり前に田屋町の公民館のあた

りの鉄道に近いほうですけど、分譲したことがあるん

です。 

 その道路が、実は管財が管理している道路だったん

です。管財の予算で財政のほうで予算化して舗装した

経緯がありました。私は、てっきりこの道路も、ずっ

と財政で持っているのかと実は思ってたんです。 

 今、市道３号線ということですから、ぜひこれは、

なぜ舗装しないのかは理由がわからないです。連たん

戸数があんなにあって、今ものすごい穴ぼこです。私、

毎週用事があって行っておりますからわかるんですが、

依然としてグレーダーも入らないし、市道として管理

をしてない状況があります。 

 これについて、やはり市道３号線として土木で管理

するのであれば、速やかに舗装していただきたい。ち

ゃんと側溝が入って、そういう状況があるわけで、舗

装方について善処していただきたいんですが、お聞か

せください。 

○委員長（畑中勇吉君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  萩ヶ丘団地の３号線という

ことですけども、現地のほうを確認いたしまして、早

急に維持管理、砕石の補充等で整備したいと思います。

また、舗装につきましては、今後検討させていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  主要な施策の成果に関する説明書の

90ページになりますが、この港湾の利用促進に関連し

てお尋ねいたしますけども、私の感じるところにより

ますと、利用率が思わしくないように見受けられます

が、これまでの状況と今後の見通しについてお伺いい

たします。 

○委員長（畑中勇吉君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  ただいま港湾の利用

率ということで、貨物の利用量ということで捉えさせ

ていただきますと、平成15年当時、約30万トンほどあ

りましたものが、平成24年に16万8,000トンというこ

とで減っているところでございます。 

 これの一番大きな要因というのが、珪石が減ってい

ると。ピークからしますと12万トンほど減っていると

いうことで、ほぼ珪石が減っておりまして、若干それ

を補う形で北日本造船の鋼材、船殻ブロックが貨物と

して出ているというような状況でございます。 

 港湾貨物、何とか増やしたいということで、県等と

も連携しまして、荷主のアンケートというようなもの

を実施しておるところですが、なかなかに今、貨物を

見つけれないという状況がありまして、昨年度も９回

ほど取り扱いできないかということでセールスに努め

たところであります。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  湾口防波堤もこれから完成に向け、

整備しているわけでございますので、そのことにより

まして、港湾のほうの静穏度もよくなってくるわけで

すので、利用促進に向け、力を傾注して頑張っていき

たいと思います。 

 やはり船の貨物船が余計に入港しないと、何か久慈
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の活性化が乏しいのではないかと思いますので、考え

をお伺いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  奈良産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（奈良透君）  今、委員おっしゃ

られたとおり、ごもっともだと思っております。 

 今、課長のほうからも話があったんですが、取り扱

い貨物量、毎年減っているというのは重々認識してお

るところですけれども、答弁繰り返すようですが、

ポートセールス、それからアンケート調査も今してま

すんで、取り扱い貨物の掘り起こし、積極的に取り組

んでいる 中でございますので、その辺、ご了解いた

だければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 ９款消防費、質疑を許します。砂川委員。 

○砂川利男委員  159ページ、地域防災計画原子力対

策編成作業業務委託、これはどういうところに委託を

して、その中身はいかなるものかご説明をお願いしま

す。 

○委員長（畑中勇吉君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  委託先は、東光コ

ンサルタンツ盛岡営業所になっております。 

 また、内容につきましては、岩手県には原子力施設

がないわけでありますけれども、今回の福島の事故等

を受けまして、近隣に影響が及ぶということも可能性

があることから、そういった場合の市民等に対しての

防災思想の普及啓発、あるいは情報伝達の方法等につ

いて示したものであります。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  これは、実際に我々が実生活の中で

どのような活用方法に使えるかという分を、わかりや

すく説明できたらお願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  まず、実生活とい

うことで、我々、こういった事案が発生した場合は、

いち早く市民等に情報配信をし、その情報配信の中で、

市民が避難であったり、そういった対策をとるという

ことになろうかと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  今の説明、それ以上突っ込んだ質問

をしてもあれだからあまり言わないけども。 

 そもそも、こういう科目を設定して、決して安くな

い金額で委託をするという発想が、私はどっから始ま

ったのかと言いたい部分なんですけども。 

 そもそも原子力というのは、私も詳しくわかるわけ

でないんですけども、距離があってないようなもんだ

というのは、この間の福島の事故で証明されたような

もんだと思うんです。規模によっては、アメリカでも、

ヨーロッパでも、放射能の影響が及んでいく。あるい

は 近のテレビでは、放射能が風で飛んでいく方向を

示したか、示さないか、それによって、一番放射能が

きつく飛んで行った方向に住民が逆に逃げていたなん

ちゅうようなこともテレビ報道等でされているところ

から見れば、放射能という問題は、距離があってない

ようなもんだと言わざるを得ない。 

 それをもっと身近に、我々の生活に直結した形での

あり方というもののところから掘り下げて、こういっ

たところに委託して、それを実生活の中に活用してい

くんだという視点が、私は必要だというふうに思う。

特に、岩手県自体には原子力施設がないとは言いなが

らも、目と鼻の先と言わざるを得ない六ヶ所村には、

大変な施設がある。学者の説を借りれば、１カ所にあ

まりにも放射能が集中しすぎると自然に爆発する。臨

界点に到達するのが も怖いと。この恐れもありやな

しやということもささやかれている。 

 そういったときに、 も原子力発電所よりもきつい

放射能が拡散していく、 も危険な施設が目と鼻の先

に、六ヶ所村があるということは、この科目設定その

ものは、非常に重要だというふうに言わざるを得ない

んですけども、肝心の詳細なものを我々が手にして、

みずからの生活の中で極力安全に避難するあり方とい

うものを活用できる状況にないにもかかわらず、金を

出すということになったとするならば、何を持ってこ

れが発想されるんだということを言わざるを得ない。 

 そういった意味においても、今の遠藤市長のもとで

のこれからの市政というものは、戦後70年にわたる久

慈氏、山内氏、両市の市政運営の検証査察をしていく

時の人に当たるわけですから、私はやっぱり詳細に、

これをつまびらかにこの問題を問わず、説明をしてい

ただきたいというふうに思うんです。 

 大きな話で申し上げれば、地球上が核廃絶ＩＭＦ協

定をしたアメリカのロナルド・レーガン大統領とソ連
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のゴルバチョフ書記長が、全廃協約に調印をした。こ

のとき、レーガン大統領は、「私を信頼せよ」とこう

いったそうです。そしたらゴルバチョフ書記長は、

「あなたはいつもそれを言う」と。レーガン大統領は、

「ならば検証査察せよ」、この一言で、東西の冷戦終

結の始まりがあったと言われている。まさしく、私は

遠藤市長はここに匹敵するぐらいの検証査察をする時

の人に、私は登場したと思いますので、今までの市政

の流れのあり方というもの、つまびらかに市民に、い

たずらに喧々諤々の議論のもとを出すんだという捉え

方じゃなくて、新しい久慈市の発展のために、そうい

うものをつまびらかにしていくんだという姿勢を持っ

て、私は答弁をすべきだというふうに切なる願いを込

めたい。 

 その説明不足に、私は先ほどの防災公園にしても、

そう思わざるを得ない聞き方をしていたので、そうい

った部分を今後の答弁の中においては、かつてはこん

な答弁なんてのはあり得なかったと思うような、その

答弁をつまびらかにしていただくことをお願いしたい。

感想を市長、ひとつお願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  これまでの市政を検証せよと

いうことでございます。 

 私は、常々職員に話をしておりますのは、市民の声

をしっかり聞きながらも、将来を見据えた判断をしな

ければならない。まちづくりをどういうふうに行って

いくのかということでございます。無駄遣いをしてい

る余裕は全くありません。市政の課題は山積しており

ます。 

 今の原子力案件の委託料に絡んでお話をいただきま

した。こういったものについても、本当に必要なもの

なのかどうか。これについても、１件１件見直しをし

ていかなければならないと思っておりますし、それに

つきましても、これまでの市政のあり方についても事

実関係等を確認しながら、今進めております。 

 市民の皆様に対しても説明不足を指摘されましたの

で、こういった点についても見直して、わかりやすい

市政を心がけてまいる必要があるというふうに再確認

しております。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  今の答弁に対して、もう一言申し上

げれば、小さな親切大きなお世話だという答弁になる

かもしれませんけども。 

 私が思うには、市長さんの口から出なければ、検証

査察の言葉は意味がないと思う。それ以外の当局の部

長さん以下の人たちが発言するには、なかなか立場上、

大変だと思う。ですから、どうしても私は市長さんの

口の中からそういうものを発言していただくようお願

いしたい。感想をお願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  極力私がお話をしたいと思う

んですが、市役所の組織は、職員約400名の正規職員、

臨時、非常勤を入れますともっと、700、800、おりま

すけれども、組織で仕事をしておりますので、今後と

も常に私のみということになりますと。 

 肝心なところは、当然それは対応いたしますが、や

はりそのために部長がおりまして、課長がいて、担当

職員がいると。やはり仕事は組織で進めていかなけれ

ばいけないというのをご理解を賜りたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  先ほどの防災原子

力編の作成の経緯ですけれども、これは岩手県の防災

計画が原子力編を作成したということで、それに整合

性を持たせる観点から計画に取り入れたものでありま

す。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  今の部分にかかわって、もうこれは

既に作成、いわゆるでき上がったのかどうかというこ

とと。私が聞きたかったのは、157ページの防災会議

委員にかかわってですが、久慈の場合、女性の参加が

１名だけだったかと思っているんですが、大きな災害

等があって、避難所が設置されたときなんか、女性の

視点での避難所運営の仕方とか、さまざまな課題がこ

れまで明らかになって、報道等もされているわけです

けれども、久慈市における状況というのはどのように

なっているのか、お伺いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  多喜代消防防災課長。 

○消防防災課長（多喜代吉博君）  防災計画の策定の

ほうは、３月で策定を終えております。 

 防災会議の委員の女性の数でありますけれども、34

名中２名となっております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 10款教育費、質疑を許します。梶谷委員。 
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○梶谷武由委員  175ページになろうかと思うんです

が、歴史民俗資料室にかかわってです。備品購入費の

とこで庁用器具費、これらも歴史民俗資料室にかかわ

るのもあるのかと思うんですが、歴史民俗資料室の常

時開館へ向けてということで一般質問でもお尋ねをし

たわけですが、現段階でまだなかなかすぐできないと

いうことでしたけれども、平成24年の12月段階で、天

井、壁、これらの不燃工事に2,000万円、照明施設800

万円、排煙設備5,000万円、そのほかにもかかるとい

うことでしたが、現在、これから行わなければならな

い工事の予定がどれぐらいになって、これまでと同じ

ような予算規模でいった場合には、あと何年ぐらいか

かるのか、そこの部分についてお願いをします。 

 それからもう一つは、常時開館をするとすれば、先

ほどの一般質問のときも答弁をいただいたんですが、

受付のほかに案内人等、説明員等のことも含めて必要

になってくるということでしたが、開館した場合に内

部を説明する、案内をする方、市の担当職員だけでは

いわゆる専門的な知識を持った方というのを常時配置

するというのは非常に大変だと思うんですが、他の施

設等の様子を見れば、ボランティアで専門的な知識、

あるいは興味のある方々、こういう人たちに説明、研

修会等を設けながら、ボランティアで説明を行えるよ

うな、そういう取り組みをやっている市なんかもあり

ます。 

 説明するためのそういう資質を身につけるには、す

ぐにはとなかなかできないと思うんです。あらかじめ

何年か前から研修会を実施するとか、そういう協力を

してもいいという方を募集するとか、さまざま考えて

いかなければならないんですが、そういうのについて

の考えが何かあればお伺いをしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  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

民俗資料室のご質問にお答えをいたします。 

 まず、常時開館するための改修工事費でございます

けれども、これは平成24年度に一度積算した経緯がご

ざいますが、その後、消費税等のアップがございまし

て、多少金額はふえております。排煙設備におよそ

5,000万円、内部改修工事、天井、壁の不燃化等にお

よそ2,000万円の経費がかかる見込みとなっておりま

す。それで、非常用照明の設置におよそ8,000万円の

経費という積算になっております。 

 それともう１点のご質問でございますけれども、常

時開館した際の受付、案内人のボランティアの育成と

いうご質問でございますけれども、これにつきまして

も、そういった民間の団体で歴史を愛好する団体がご

ざいますので、そういった方々の協力が得られるかど

うか、開館のめどがたった当たりにご相談し、検討し

てまいりたいと思いますし、実際に一時あそこの資料

室をオープンした際に、市内の砂鉄を研究しているた

たら伝承会という会がございまして、そちらのほうか

らもボランティアの案内をしていただいたという経緯

がございますので、そういった方の協力が得られると

いうふうな見込みもございますので、そういったボラ

ンティアの説明につきましても、検討してまいりたい

と思います。 

 ただいまご答弁申し上げました非常用照明の経費で

ございますけれども、先ほど私8,000万円と答弁申し

上げましたが、800万円の誤りでございましたので、

お訂正をお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  工事があと何年かかるか、

どれぐらいの予定かかるかという質問は。 

 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）  常時開館に

向けた工事の年数でございますけれども、現在、３年

間を見込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  今、おおよそ３年ぐらいという答え

をいただいたわけですが、そうすれば３年、まず先を

見越しながら、ボランティアの育成とか、あるいはそ

ういうさまざまな団体との協力要請とか、そういうの

をぜひしていただきながら、ここを訪れた方が、来て

いい説明だったと、来てよかったと思えるように、今

のうちから研修会なり、説明の場というのをぜひ設定

していただきながら進めていただきたいと思いますが、

開館のめどがたってからでは遅いのではないかと思う

んですが、そこの部分についてお願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  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）  ボランティ

アガイドの育成の期間ということでございますけれど

も、実際、見学に対応しているのは正職員が対応して
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おります。正職員はガイドのマニュアルのようなもの

を作成しまして、それに基づいて基本的な部分を説明

させていただいております。 

 このマニュアルをもとに、民間のボランティアの方

にもそれをベースにして、新たなマニュアルを作成し

て、ボランティア育成のほうを検討してまいりたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいま歴史民俗資料室に

ついて、教育委員会とすれば、３年間程度で改修をし

ていきたいというようなご答弁を申し上げましたが、

それについては、市長部局として、まだ正式な調整が

図られておりませんので、多額の経費もかかりますし、

そして、市全体の中で駅前の市街地活性化の見直しも

進めております。 

 それらの施設配置の状況等、それらにも関連いたし

ますので、今後、教育委員会ともいろいろと調整を図

ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  私のほうから、163ページのスマー

トグリッド通信インターフェース導入事業に関連して

でありますが、この事業実施の計画では、小中学校全

校、それから公共施設６施設に電力使用量を遠隔監視、

可視化するシステムを実施するための通信セットを導

入というようなことを書いてありますけど、進捗状況

をまずお尋ねしたいと思います。どの程度整備されて

いるのか。 

○委員長（畑中勇吉君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  ただいまのスマート

グリッドに関してのご質問いただきましたけども、今、

小栁委員がご指摘のとおり、各小中学校、全ての小中

学校、そして、公共施設については５施設でございま

す。アンバーホール、市民体育館、図書館、中央公民

館がひとくくりでございますけど、あと市役所、山形

総合支所でございます。全てにおいて、見える化シス

テムについては設置が終わってございます。 

 ですから、内容といたしましては、市役所のサーバ

に情報を集約しまして、電力使用状況がそれぞれの施

設でも見れますし、市役所のほうでは全ての情報を見

ることができると。そしてまた、一定の目標値を超え

たような場合にはアラート、警報と言えば言葉は悪い

ですけども、そういった情報が出てくるというふうな

ことでございます。 

 成果については、まだ十分稼働してから間もないの

でどのようになっているかはちょっとあれですけれど

も、若干使用している数量については３％弱ほどの減

少傾向にあるというふうには聞いてございます。 

 ただ、金額については電力料金が上がってございま

すんで、ちょっとそのとおりにはなってないというふ

うな状況と聞いております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それなりの有効なものであるという

ことでご理解しときます。 

 それから、次は171ページの久慈小学校改修工事に

関連しまして、先般の一般質問でも質問いたしました

けど、久慈小学校にプールを施設整備する計画は全く

ないということであります。そこで、体育の授業のと

きは福祉の村までいきますということですけど、まず、

移動時間はどれぐらいかかるのか、それから年に何回

ほど水泳教室をやってらっしゃるのか、お聞かせ願い

たいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  ただいま久慈小学校

のプール整備についてのご質問をいただきましたけれ

ども、福祉の村の温水プールまでの移動時間でござい

ますけれども、徒歩であれば15分から、低学年でも30

分程度だと思います。また、必要に応じてバス等の手

配もしてございます。 

 また、利用頻度でございますけども、１児童当たり

年に１時間、１回という頻度になってございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ということはあれでしょうか。体育

の水泳の時間が１回だけということですか。 

○委員長（畑中勇吉君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  久慈小学校につきま

しては、年に１回という状況でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  想像した以上に少ないのでびっくり

したんですけども、教育長さんにお聞きしたいんです

けど、教育長さんが将来久慈市を担うような、やっぱ

りそれなりのライセンスを持ったような人を育成して
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いきたいと言われることを就任のときに話されたわけ

ですけども、今、学校の先生だって泳げないとなれな

いという時代です。 

 それで、実は久慈中学校にもないんです。そういう

現状を見て、教育長さんの本音、お考え、久慈市の場

合はこのままでいいんだとそう思われているのか、そ

れとも財政が許せばプールをつくりたいと思っていら

っしゃるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  ちょっと経験で申し上げて

申しわけないんですが、例えば、高等学校には大抵の

ところにプールがございます。ただ、沿岸は使ってな

いところ、あるいは使う時期が極めて短いところがご

ざいまして、実は、体育の授業の場合は、沿岸の場合

には７月中は寒くてなかなかできないんです。７月の

末から８月の夏休みを終えて、８月の夏休みが終わっ

たあとじゃないと体育の授業ができないのが実態なん

です。８月の後半から９月の初めまで暖かければいい

んですけど、涼しくなりますと、９月に入るとなかな

かできないと。 

 実際に体育でやれるのは、せいぜい１クラス１時間

とか、２時間というのは、実は実態なんでございます。 

 昔は、生徒も元気がよかったから多少寒くても入れ

たり、厳しく指導したときもありました。ただ、今の

時代、なかなか風邪を引くとか、いろんな厳しいこと

がありまして、あまり厳しいこともできなくなってき

てるのも事実でございます。 

 そういう中で、やっぱり夏場にプラスチックの透明

のやつを上とか横に張って、そうして対応している学

校もあります。ただ、すごく経費がかかるんです。も

ちろん経費が許せば、そういう形のプールに、夏場の

ビニールハウスみたいにする、ああいうふうなことを

できれば効果的に活用できるんでしょうけど、現実は、

物すごく多額のお金がかかるというのが状況でござい

ます。 

 そういう意味では、温水プールをうまく利用するの

が、こういう地区については、私は効果的なのかとい

うふうに思っております。ただ、１回というのは確か

に少ないというふうには思います。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  要するに経済問題だということに尽

きるんではないかと思います。 

 例えば、山形には財団からの補助でプールがありま

す。よしんばそういうお話があったら久慈小学校につ

くる可能性はありますか。お伺いしたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  そういうふうに全額出して

くれるところがあればありがたいお話ですので、久慈

小学校と言わず、多くの学校が使える場所につくるこ

とができればいいのじゃないかと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  次に181ページの文化会館の事業の

関係ですけども、昨年は事業費3,156万7,000円程度使

われまして、それに対する収入、入場料等の収入だと

思うんですけど、582万円ほどなんです。それで、平

成24年は990万円ほど講演事業での収入があったわけ

ですけど、ここで400万円もダウンしているわけです。 

 この事業費に対する講演事業での収入の割合がかな

り低いんではないかと、そこの要因をどう考えていら

っしゃいますか。お願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  ただいまの文化会館自

主事業に関しての収入に対するご質問にお答えをいた

します。 

 昨年度、自主事業については、歳出で3,000万円ち

ょっと、細かい数字がちょっと、捉え方も違うんです

が、3,000万円ちょっとかかっておりまして、それに

対して入場料収入が435万円ほど、そのほかに助成金、

これが各種財団であったり、文化庁であったり、そう

いったものがございますけれども、それが770万円ほ

どございました。 

 合わせて、入場料収入と助成金の収入が1,200万円

ほどということで、歳出に対しては38％ちょっとの率

になってございます。 

 当然、歳出に対しての率というのは低いわけですけ

れども、文化的な事業を、それをやはり久慈地方でも

展開してまいりたいという思いで、一般財源を投入し

ながらこういう事業を展開しているものでございます。 

 ただし、この部分では少しでも入場者をふやして、

そして入場利用収入もふやしながら、そして、たくさ

んの方々に勧奨事業を体験していただきたいと、そう

いう部分では頑張っておりますけれども、現実として
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は若干入場者数が少ないと、そういったものが原因だ

ろうかというふうに捉えております。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  わかりました。この事業に対する参

加者、入場者数とか見ますと、かなり少なかったりし

て、これは来られたミュージシャンとか、そういう方

に対してもかなり申しわけないという気持ちが絶対に

出てこられると思うんです。せっかくいい音楽を聞い

ていただこうと来られても、大ホールに100人ちょっ

としかいないとか。そこはやっぱり、ちょっと発想の

転換とかで、ずばり言いまして、チケットの配布方法

とか、そこら辺をもう少し考えられたらいかがなもん

でしょうか。 

 実は、我々もこうやって議会とか、委員会でよく市

役所に来るんですけど、今現在、何がやっていて、来

月何があるのかというのもちょっとわからない、知ら

ないわけです。まずはそういう足元からもう少しＰＲ

というものを考えていかれたら、プラス１割、２割は

ふえるんではないかと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○委員長（畑中勇吉君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  ただいまの点でござい

ますけれども、ＰＲ、そういったものはインターネッ

トのホームページ、あるいは区長を通じた各戸配付、

資料の配付等で事業の周知に努めております。 

 ただ、確かに委員ご指摘のとおり、大ホールに100

人程度、そういった事業も確かにございました。せっ

かく久慈においでになったアーティストの方に申しわ

けないという気持ちは、担当者としては十分に感じて

おりまして、何とか少しでも来場者をふやしたいと、

そういうふうに懸命に努力しているところであります

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  10款教育費、審査の途中で

ありますけれども、この際昼食のため休憩いたします。

再開は午後１時といたします。 

    午前11時57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00分   再開   

○委員長（畑中勇吉君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 10款教育費の審査を継続します。質疑を許します。

小栁委員。 

○小栁正人委員  それでは、165ページの中高生海外

派遣事業の関係でありますが、これも一般質問におき

まして、名誉市民の偉業についてという質問のときに、

タマシンアレンさんの出身でありますインディアナ州

フランクリンを毎年中高生が訪問してると、姉妹都市

として訪問してるということですけど、このタマシン

アレンさんの伝記といいますか、2013年に「みちのく

の道の先」という本が出たんですけども、アレン短大

の学長をやってらっしゃいました目黒安子先生が書か

れたんですけど、それを活用、教育っていうんですか、

学校で活用されたりとか、特別に派遣される生徒さん

たちに紹介したりとか、そういうことはやられたこと

がございますかということと。実は今回その先生がも

う一つ頑張りまして、今年度中に英語版ができるそう

なんです。それで、この「みちのくの道の先」という

アレン先生の伝記の英語版ができるということですけ

ど、ぜひ来年１月にまた中高生派遣されるんでしたら、

ぜひ紹介していただきたいと思いますけど、その２点

についてお伺いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋敏君）  今のご質問にお答えさ

せていただきます。 

 中高海外派遣事業でございますけれども、タマシン

アレン先生の件については、各学校でその歴史にかか

わって事前の学習等で使われている、要するに活用さ

れている学校もあるかと思います。詳しい活動はちょ

っと掌握しておりませんけども、各学校のその社会科

関係とか、総合的な学習の時間とかで、その歴史、郷

土を振り返るときに使っている、活用しているという

学校もあるかと思っております。 

 海外派遣する生徒については、この前、面接等を行

いましたけども、意外と残念だったことに、タマシン

アレンさんのことを詳しく知っている子供たちってい

うのは少なかったなというのが現実でございます。 

 社会科副読本の関係にもありますように、何とか久

慈市の郷土の偉人、歴史上の人物を振り返るというか、

確認できるような機会を設けていくということを学校

のほうにはお伝えしておりますので、今後ともそのよ

うな形で学校のほうには紹介してまいりたいと思って

おります。 
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 あと２点目のその英語版についても、私も初めて知

りましたので、その件にかかわっても研修会等を通し

て先生方にお伝えしてまいりたいなと思っております。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ぜひひとつ前向きによろしくお願い

いたします。 

 その181ページの三船十段記念館に関係してですけ

ど、これも三船久蔵さんの自筆の書が、何週間か前に

市民の方から寄贈されたというようなことが新聞報道

されまして、何でも来年の１月が没後、亡くなってか

ら50年に当たると、三船先生がということなんですけ

ども、そこでやはり国体の柔道競技会場でもあります

し、やっぱりこの50年を記念して、実は前々からちょ

っと話はあったんですけど、生誕の地っていうんです

か、ここで三船先生が生まれたんだよというような石

碑を建てるとか、建てたいとか、建てようとかいう話

が数年前からあったんですけれども、その話は以前の

教育次長さんはご存じだったと思うんですけども、ご

存じなのか。それももし知ってらっしゃったら、教育

委員会のほうで率先してその石碑を建てていただくわ

けにはいかないのか。 

 場所としては、東北銀行さんあたりだと聞いており

ますけども、実はロータリーとか、いろいろで話し合

いしたんですけど、なかなかあれ費用の面でちょっと

難色されたとこもあったりして、先に進まないでこの

ままきたんですけど、それに対するお考えをお聞かせ

願いたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  三船久蔵氏の生誕の地と

いたしましては、これまではっきりしていなかったと

ころでございますけれども、今では二十八日町の東北

銀行の横ではないかというのが、ほとんど確実ではな

いかと二十八日町の東北銀行の横のところ、しあわせ

さんのところではないかという話となっております。 

 これにつきましては、久慈のロータリークラブのほ

うで生家のほうに説明板、石碑を設置したいというお

話は伺ったことはございます。それ以降どうなってる

か、私のほうではちょっと存じかねてはおりました。

説明看板等につきましては、これから教育委員会とし

て必要かどうかを検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  できましたら50周年ということをお

考えの上、実施していただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  169ページですけども、上の方の大

川目小学校の水洗化工事にかかわってお伺いしたいと

思いますけども、たしかこの水洗化については、宇部

中学校がまだ未整備だったような気がしますけども、

もう一番 後の学校になるんじゃないかなと思います

けども、これまで延びた要因と、それから工事計画に

ついてお伺いをいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  澤里委員からお話の

ありました宇部中学校の水洗化の件でございますけれ

ども、なぜ遅れたかという要因につきましては、具体

的に掌握はしておりませんけども、順次整備していく

中でたまたま 後になってきたというふうなことだと

思います。 

 それで、今年度平山小学校を今整備中でございまし

て、次残るのが宇部中学校 後ということは、そのと

おりでございます。教育委員会といたしましては、宇

部中学校の水洗化についても実現したいというふうな

ことで、今計画、検討させていただいておるところで

ございますので、ご了承いただければなと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  後になったということですけども、

子供たちはもちろんですけども、特に先生方も女性の

先生方、非常にお困りになってるということですので、

一日も早く水洗化をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それから、もう一点だけお伺いしたいと思いますけ

ども、181ページの文化会館についてでありますけど

も、アンバーホールの２階にモニターテレビ、これが

２台設置してあります。ホールといいますか、これが

舞台の模様を映し出してるテレビなんですけども、全

然映りが悪くて舞台誰が出てるのか、ぼやっとした感

じの、もう15年以上たってると思うんですけども、全

然わからないような状態のモニターが映り出されてお

りますけども、あれはぜひ更新するべきだと思うんで

すけども、会場に入れない方があそこで見るというよ

うな状況になるわけですので、ぜひとも更新をするべ

きと思いますが、考えをお伺いいたします。 
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○委員長（畑中勇吉君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  アンバーホールの２階

のモニターについてのご質問にお答えいたします。 

 たしかあのモニター、15年前の開館当時からのモニ

ターでございまして、当時のアナログタイプのブラウ

ン管のモニターかというふうに思っております。 

 今の時代というのはハイビジョン、そういった格好

のカメラ、そしてモニターっていう時代になっており

まして、確かに古い機器ですと解像度の点で舞台の様

子がはっきりわからないと、そういった状況にあるか

と思いますので、この点についても内部で検討いたし

まして、また市長部局のほうとも協議しながら、更新

に向けて検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  学校給食にかかわってお尋ねをした

いと思います。 

 いろんな工夫をしながら、いわゆる地元食材の利用

をふやすために頑張ってるようでございますが、25年

度末での地元食材の利用状況、そしてここ３年間ぐら

いの推移についてお尋ねをしたいと思います。 

 また、いわゆる安全・安心の部分もございますし、

食育につながる部分もございますので、この地元食材

の利用の促進に向けては、やっぱり取り組んでいくべ

きと思うんですが、考え方についてお尋ねをします。 

 もう一点は、きのうも平庭地域の施設の利活用をふ

やすと、こういうことについての議論もされたわけで

ございますが、ここには平庭高原スキー場もございま

す。前に一般質問でもお尋ねをしたことがございます

が、いわゆるこの平庭高原スキー場の利用の促進、利

用者をふやす意味もございますし、ウインタースポー

ツの普及という部分からも、小中学生のの授業にいわ

ゆるスキーを取り入れてはと思うんですが、考えにつ

いてお尋ねをします。 

○委員長（畑中勇吉君）  菅原学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（菅原淳一君）  学校給食の

食材についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、 近の地元食材の使用割合ですけれども、平

成23年度が32％、平成24年度も32％、平成25年度はち

ょっと落ちまして31％程度というふうな推移でござい

ます。 

 あと食材の購入につきましては、見積もりの段階か

ら久慈市内産、久慈管内産、県内産、国内産というふ

うに極力地元の食材をというふうな発注をして頑張っ

ているところでございます。今後におきましても、極

力努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋敏君）  平庭高原スキー場の利

用の部分にかかわってでございますけども、小中学生

現在授業でスキーを取り入れてるのは、山形地区の小

学校が取り入れてやっております。あとを増やしてい

きたいなという気持ちもございます。学習指導要領で

は、１年生から３年生までのところでスキーは選択に

なっておりますので、各学校の特徴、あるいは各学校

の目的、方針に沿って教育課程が組まれておりますの

で、その点を含めながら、学校の方に保健体育の面で

少しお話ししてまいりたいなと思っております。 

○委員長（畑中勇吉君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  実は、学校給食についてですが、大

体30％からちょっと出た程度ということで、以前の状

況からすれば、私的には40ぐらいはいってるのかなと、

そういうふうにも思ってました。いろんな供給してい

る人からも聞いたりしたんですが、そうすればもう少

しいってるのかなというふうな気がします。 

 30％ほどで推移しているということであれば、もう

少しはふやすやっぱり要素はあるのかなと思うんです

が、今現在この30％ちょっと、これはどういうふうな

食材が主に地元産ということで供給をされているのか、

お尋ねをしたいと思います。 

 あとスキーの関係ですが、これはぜひ前向きに取り

組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願い

をしたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  菅原学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（菅原淳一君）  学校給食の

食材の地元産の内容でございますけれども、米につき

ましては久慈市内産100％使用してございます。それ

から、牛乳につきましては、おおの夢みるくですので、

久慈管内産がほとんだと思っております。 

 そのほか、豚肉、ホウレンソウ、シイタケなど、当

地方の主要品目などがほとんど市内産、管内産という

ことになってございます。 

 ただ、当地方でとれるときはとれるわけなんですが、

これが通年で大量に必要となりますことから、季節に
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よって入らない場合がございますし、それから、短時

間で調理しなければならないというようなことから、

ジャガイモなんかはダイスポテトといいまして、加工

したものを使ったりしますので、なかなかに市内産が

厳しいという状況にございます。 

 そういった加工とかもできれば、もっと上がってく

るのかなとは思いますが、今のところはかなり頑張っ

てこのくらいと。 

 それから、先ほど言いましたように米とか牛乳を使

ってますので、重さといいますか、重量割合ですとも

う４割近くは使用してるという状況にございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  １つは163ページ、先ほども話が出

たんですが、スマートグリッド、これは私も時に見る

こともあるんですが、電力の使用状態がわかるという

ことで、ただ見てわかっただけでは余り意味がないと

思うので、どのように活用されているかというのと、

それから、ピークの電力量というのも当然掌握できる

と思うんですが、その建物の契約アンペア数、電力量、

これらと比較してピークを超える、はるかにオーバー

している分については、その契約の変更というのも十

分考えられると思うんですが、そういうのの検討、あ

るいは状況把握というのはされているのかどうか、そ

この部分についてまずお伺いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  スマートグリッドに

ついてご質問いただきましたけれども、梶谷委員ご指

摘の通り、今後の展開、全体像いろんな施設を結んで

状況把握っていうふうなところまではいけてるんです

けども、今後の展開をどうしようかというふうなこと

に関しては、今後詰めていくというふうなことになっ

ていこうかと思います。 

 一つは、状況がわかるという点で、むだなところを

省くような努力、見える化のほうの関係でできるわけ

なんですけれども、じゃあ今後それらのデータをどう

やって使っていこうかというふうなことに関しては、

今後また内部的にも検討してまいりたいと思っており

ます。 

 それから、また電力の使用量、ピークをはるかに超

えたような状況が続けば、もちろん契約変更等もあり

得るわけなんですけども、そこまでの状況は今のとこ

ろ昨年の５月から運用しておりますけれども、ちょっ

と見えてはおりません。 

 また、あと実験的な部分がございますので、ちょっ

とデータの提供が不安定なときもありますので、そう

いった部分を今補完しながら、どういった状況、安定

した状況なのかどうかという点も含めて、検証してる

中でございますので、もう少しお時間をいただきな

がら、使い方、それから運用の仕方を検討してまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  私の言ったのがちょっとうまく伝わ

ってないような感じもしたんですが、実際に使ってい

てピークがあるわけですよね。それを超える契約とい

うのがあると思うんです。今であれば、契約の方法も

昔とは変わっていると思うんですが、昔だったらば、

例えばモーターが２台あって交互運転をすると。それ

でも２台分の契約をしなければというようなことがあ

ったんです。 

 実際に使うのはどちらか必ず１台というふうなこと

があっても、現在の契約が変わってきているわけです

ので、実際に使って、それをはるかに超える契約電力

量であれば、それは契約を切りかえて下げることも可

能ではないかなと。 

 これは教育委員会だけじゃなくて、役所関係のほう

も当然そうですので、その辺も十分研究したり調査し

たりしながら、その経費の節減ということにもつなが

ろうかと思うので、そこの部分についてさらに考えが

あればお伺いをしたいと思います。 

 それから、次に小中学校の日常の学校運営で使う消

耗品のことについてですが、経常経費の部分でなかな

か足りたいとか、不足や大変だということでも、増額

というの難しいわけですが、例えば167ページと169

ページのところにありますが、これは小学校分ですけ

れども、一般の管理用の消耗品と指導用の消耗品、こ

れらをよく見ても、およそ小学校で2,300万で、一方

電気料を見れば2,400万。 

 子供たちに指導をする、あるいは学校運営、行事さ

まざまあるわけですが、そういうのも電気料にも満た

ないくらいの配当予算と、このようにもちろん消耗品

だけではありませんので、あれなわけですが、これは

消耗品のほうは非常に大きなウエイトを占める部分で
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すので、ぜひ学校現場の声を聞きながら、今後考慮し

ていただきたいと思うんですが、そこの部分について

お伺いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  ただいま電力量、そ

れから消耗品の比較の中でもお話もありましたし、ま

た先ほどの電力のピークのことのお話もありましたけ

れども、まず電力量のピークのことにつきましては、

デマンド契約というふうなこともあるようでございま

すんですが、 大使用料を超える契約はできないと、

ないというふうなことになりますけれども、いずれ電

力の使用状況というのは見えるようになってきてると

いうふうなことでございますので、いずれ適正な契約

というふうなことは、必要だろうと思いますので、そ

れは学校だけではないんですけれども、さまざまな公

共施設等でそういった適正な契約料というのは、見出

していかなきゃいけないだろうというふうには考えて

おります。 

 また、ただいまの学校の消耗品のお話しいただきま

したけれども、まず電気使用料でございますけども、

たしかに2,000万を400万ほど上になってございます。

また、それから消耗品等につきましても、そういった

額になってきてるんですけども、いずれ事務的な消耗

品というふうな部分の考え方と、それから、維持補修

にかかわる消耗品、そしてまた今度は指導にかかわる

消耗品というふうなことで、さまざまあるわけなんで

ございますけれども、いずれ一定の枠の中でどうして

もやっていただいてるというふうなことで、大変ご迷

惑をおかけしてるとは思います。 

 ですから、今お話しいたしました電気料等の節減に

努めながら、そういった分をただ削るだけではなくて、

学校の指導の現場、あるいは運営に当たるところの経

費というふうなところに振り分けられるよう、できる

だけの工夫をしてまいりたいと思っておりますし、ま

た可能な限り、学校の現場、もちろん担当者の方々と

もコミュニケーションをとりながら、工夫してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  その点については、よろしくお願い

します。 

 次に、図書館にかかわっての分ですが、蔵書冊数と

更新状況、学校の図書館の場合だと、文科省の予算の

関係のところでも古くなった分については更新をして

いくんだと、こういう計画もあるわけですが、市の図

書館の場合のそういう考え方とか、更新の状況等、そ

この部分についてお伺いをします。 

○委員長（畑中勇吉君）  外舘図書館長。 

○図書館長（外舘清和君）  図書館の蔵書の更新でご

ざいますが、図書館の購入費は25年度514万5,472円で

ございました。それで、購入した冊数が3,203冊でご

ざいます。このほかに寄贈、寄附いただいた冊数が

6,736冊ございました。 

 その一方、古い物を除籍した数が6,676冊ございま

す。この計で、蔵書は現在13万6,224冊ございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  学校の場合だと、図書標準という形

である一定程度示されているわけですが、市、自治体

の図書館の場合、蔵書の整備基準みたいなものについ

てはどのようになっているのか、その部分について。 

○委員長（畑中勇吉君）  外舘図書館長。 

○図書館長（外舘清和君）  法律上の基準はございま

せんが、日本図書館協会というところがございますが、

こちらのほうに面積、あるいは人口等で基準を設けて

るというのがございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  その基準と久慈市の図書館、総合支

所にもあるわけですが、それらを含めて基準はどの程

度まで達成されているのか、そこの部分について。 

○委員長（畑中勇吉君）  外舘図書館長。 

○図書館長（外舘清和君）  基準のほうの計算はいた

しておりませんけれども、県内の図書の状況とか１人

当たりの図書の状況を比べますと、久慈の図書館は比

較的図書が整備されている状況というふうに把握して

おります。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それでは、中学校費の修繕費に関

してですけれども、過日の小栁議員の一般質問の中で

もありました山形中学校の屋根の補修に関してなんで

すが、もう少し一般質問の答弁よりも詳しい実情、そ

ういうものをお知らせいただけますか。 
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○委員長（畑中勇吉君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  それでは、髙屋敷委

員のほうからお話がありました山形中学校の体育館の

屋根の件について、答弁させていただきます。 

 さびが浮いて非常に見ばえ、それから雨漏り等の関

係もあって、どういうふうな状況なのかというふうな

ことでございましたけれども、私どものほうでも調査

させていただきました。高所作業車等を使いまして、

現状を見させていただきました。 

 それで、非常に屋根材等もちょっと傷んでて、さび

がかなり浮いてるというふうな状況も把握してござい

ます。また、雨漏りの原因にもなりかねないような状

況ではないかというふうなことも、把握してございま

す。 

 現在、どのような手法がその改修に向いてるか、コ

ストとそれから効果の面を今研究してる段階でござい

ますので、間もなく整備方針を固めて、その方針を固

めて対応してまいりたいと考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  何か結構難しい体育館の屋根の構

造になってるというふうなことで、人伝えに聞くと１

億円以上もかかるんじゃないかっていうようなお話も

あるというようなことを聞いておりますけれども、実

際に山の中にああいうさびた屋根、まさに廃屋ってい

うような感じがするわけでございまして、山形にある

たった一つの中学校でございます。全ての中学校の生

徒がそこに集まって勉強してるわけでございますんで、

せめてその教育環境の整備という面については、もっ

と全力を尽くしていただきたいなというふうに思いま

す。 

 それから、これは小中学校のいわゆる子供たちの通

学の問題に関してなんですが、もっとわかりやすく言

えばスクールバスなんですが、６月に予算化をしてい

ただきまして、第１回目の入札が不調に終わったとい

うふうに聞いております。 

 その後、この入札のほうはどうなっているのか。で

きれば、もし入札が終わっておられるのであれば、そ

の落札したディーラーと申しますか、ディーラーはい

いんですが、車種と納期はいつになっているのか、そ

こについてお伺いをしたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  それでは、今のス

クールバスの件について、先に答弁させていただきま

す。 

 手元にちょっと本年度の分資料を持って来てござい

ませんけれども、１回目の入札につきましては、ちょ

っと仕様書を頑張り過ぎたといいますか、過剰な要求

をちょっとつくったというふうなこともございまして、

不調に終わったんですけれども、その後仕様を見直し

まして、３台のスクールバスにつきましては落札いた

しました。 

 納期につきましては、11月中が１台、それから12月

中が２台というふうなことでございます。 

 それから、車種につきましては、トヨタのコース

ター、これが２台でございます。１台は三菱というふ

うなことになってございます。ディーラーにつきまし

ては、トヨタさん、ちょっと業者名今手元ございませ

んけども、トヨタが２台、三菱が１台というふうな状

況でございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  山形中学校の体育館の屋

根のことでありますけれども、屋根を調査した際は、

雨が降ってないときやりましたんで、雨漏りの場所の

特定には至りませんでしたが、全体的にやはり傷みが

進んでるという状況は確認されております。 

 現在、業者のほうにどのようなコーキングでの対処、

あるいは塗装の吹きつけ、全体塗装する、あるいは全

体の張りかえをするか、その辺の費用等の検討をお願

いするところでございます。 

 いずれ対応については、検討させていただきたいと

思っております。 

○委員長（畑中勇吉君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  もう一点、社会体育事業、スポー

ツ振興に関してちょっとお伺いしたいと思うんですが、

今スポーツ、これは市民総参加のスポーツっていうよ

うなことで、市民体育大会なんか開催をされているわ

けでございますけれども、実際のスポーツ振興ってい

うのには、競技スポーツっていう一面と、もう一つは

生涯スポーツという、そういうような一面があろうか

と思うんです。 

 昔は、15年ぐらい前までは、県の教育委員会でも生

涯スポーツ推進課、それから市町村の教育委員会にも

生涯スポーツ課というものがあったわけですね。そし
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て、それぞれの地域の自治会の中にも、生涯スポーツ

推進委員会というものが設置されてたわけですよ。そ

ういうものが設置をされて、みんなで取り組むことに

よって村民総参加とか、あるいは市民総参加、そうい

うような形でのスポーツ振興がなされてきたわけでご

ざいます。 

 しかし、この生涯スポーツ推進という看板が15年ほ

ど前に外されましてから、現在の久慈市にあって言え

ば、この久慈のスポーツ振興っていうのは、体育協会

が一つで担ってるようなものなわけですね。 

 しかし、その体育協会が主催している体育大会って

いうのがあるわけでございますけれども、これが結構

盛り上がってはいるとは思うんですが、これがなかな

かに市民総参加っていうような形でやはり実施されて

いないんじゃないかと。 

 ある限られた地域の限られた選手だけが、重複して

いろいろな競技に出てきているというようなことで、

非常に参加している人員自体は少ないんじゃないかな

というようなことで、 近は特に市民の間でこの生涯

スポーツを推進していこうっていう、そういうような

一つの運動に陰りが出てきているんじゃないか、その

心配をしているわけでございまして、現状の久慈市の

スポーツ振興、体育協会を中心としたスポーツ振興の

あり方と、やはりもう少し生涯スポーツっていうもの

に目を置いた、そういうような今後のスポーツ振興へ

の取り組みっていうことについて、お伺いしたいと思

うんです。 

○委員長（畑中勇吉君）  大向社会体育課長。 

○社会体育課長（大向雄二君）  ただいま髙屋敷委員

からお話があったとおり、久慈市のスポーツ競技振興

につきましては、やはり種目別の大会とか、それから

市民体におきましても、それぞれ取り組める方々がそ

の種目に参加するという現状でございます。 

 私どもとすれば、ニュースポーツなどをご紹介しな

がら、市民の参加できるニュースポーツ大会も開催は

しているところでございますけれども、やはり全ての

方が参加するというような形には正直なっていないと

ころでございます。 

 いずれ委員おっしゃるとおり、体育協会を中心にし

ながら、一緒に考えながら市民総参加の生涯スポーツ

に取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それで、現状をやはり久慈市の体

育協会が一手に久慈のスポーツ振興というものを担っ

ているような形になっているわけですけども、どうも

いろいろな資料、体協から来る資料を見てみますと、

久慈市の体協さんというのは、指定管理のいわゆる業

務にやはり四苦八苦してると。 

 本来、たんきょうの育成とか、そういうものも図ら

なければならないんですが、たんきょうの育成という

のは、たんきょう単体に任せてある。そして、実際の

市民体育大会のその種目も、種目の団体の大会の運営

も、単協に任せっきりだというようなことでして、何

かしら体育協会そのものがスポーツ振興の音頭をとる

んじゃなくて、指定管理のそういう仕事、業務のほう

に重点を置き過ぎてるんじゃないかと。ちょっともっ

と積極的な推進が必要じゃないかなというふうに思っ

てるんですが、どのようにお考えでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  大向社会体育課長。 

○社会体育課長（大向雄二君）  ただいま議員がお話

になった体育協会の活動については、やはりいろんな

方のご意見があると。委員のお話しになったような状

況のようなお話も聞こえております。 

 我々とすれば、一応体協を中心としてこれまで取り

組んできたわけですが、単に体協全てに任せるのじゃ

なくて、例えば体協以外でも生涯スポーツを取り組め

るような団体を育成するとか、そういうようなとこか

ら探りながらやっていく必要があるのかなというふう

に考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  髙屋敷英則委員。 

○髙屋敷英則委員  この間一緒に袖ケ浦へ研修に行っ

てまいりまして、たまたまそういうスポーツ振興の中

で市民から自発的にスポーツクラブをつくっていると

いうような、そういう実例もありましたんで、ああい

うことをやはり久慈市の中でも模索していくべきじゃ

ないかなというふうに思うんですが、一言だけ、もう

一言答弁をお願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  大向社会体育課長。 

○社会体育課長（大向雄二君）  心がけて頑張ってま

いりたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  私もスポーツ振興についてお伺いし

ようと思っていましたが、これはお願いだけしておき
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ますが、どうも生涯スポーツもそうですが、競技ス

ポーツもどうも余り振興がちょっと見えないなという

とこがあります。北奥羽大会にしても県民体育大会に

しても、入賞者が少ないというようなことがあります

ので、頑張ってもらってこれは努力してもらえればい

いかなと思っておりますが、私は177ページの公民館

運営について質問をいたしますが、ここ数年前から指

定管理者制度を活用しての公共施設の管理が大分進ん

でおります。その中にあって、公民館はまだ手がつい

てないわけですが、きょうは決算ですので、去年まで

のことでよろしいですが、公民館の指定管理の活用に

ついて話し合い、検討等をなされたのか。なされてい

たのであれば、その内容についてお伺いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいま公民館の指定管理

ということでご質問ございました。今新しい体制にな

りまして、今組織のスリム化に向けてどのようなこと

ができるのかということで、全庁を挙げて取り組むこ

ととしております。 

 そうした中で、この公民館の位置づけといいますか、

どのような形がいいのかということで、この前総務、

総合政策、農林水産、産業振興、そして教育委員会の

各部長から集まっていただきまして、この公民館を指

定管理するということになったときに、どのような課

題があるのか。例えば、社会教育法の中でどのような

課題があるのか、それから、戸籍事務の関係でどのよ

うな課題があるのか、それらをまずは洗い出しをする

ということと、それから指定管理している県内の先進

地がございますので、それらの市ではどのような形で

やっているのか、そういう情報を収集するようにとい

うことで指示をしておりまして、この指定管理に向け

て前段申し上げました組織のスリム化の観点からも、

積極的に今現在進めたいという考え方のもとに、今進

んでいるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  具体的に昨年度までどういう検討を

したかというのをひとつお伺いしてから、またちょっ

と。 

○委員長（畑中勇吉君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  教育委員会としての検

討状況、現段階での検討状況についてお答えをいたし

ます。 

 公民館は、社会教育法に基づき市町村が条例で設置

している施設でございまして、生涯学習を通じてネッ

トワークを形成しながら、人づくり、地域づくりを担

う地域コミュニティーの中核的な施設であるというふ

うに考えております。 

 したがって、そこでは社会教育を体系的、継続的に

展開していく必要があるわけでありますけれども、社

会教育の部分をきちんと担保しながら、そして指定管

理できるかどうかと、そういった部分を現在検討中で

ございます。 

 公民館の指定管理につきましては、文部科学省が指

定管理できる施設と、そういう判断をしておりまして、

ただいま 新のデータで県内の状況でありますけれど

も、中央館、いわゆる中央公民館16、地区公民館130、

分館50、計196、これは33の県内の市町村のうち、26

から回答があったものですけれども、この196館のう

ち指定管理されている館というのが現在３つ、これは

全て地区公民館でございます。 

 こういった状況等も踏まえながら、先進的な事例、

そして仮に指定管理した場合の問題等について、さら

に深く掘り下げてまいりたいと、そういうふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  指定管理によって、地域の自治意識

の向上にもなるし、地域の活性化にもつながるという

意味で、私もぜひ進めるべきだと思っておりますし、

社会教育主事の資格を持った方も地域にはいるかと思

うんですよね。その地域への活性化のためにも、ぜひ

指定管理しながら自治意識を高めてほしいという考え

を持っておりますが、市長いかがでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  公民館は地域のほんとに地域

おこし、地域づくりの要になっていかなければならな

い施設だというふうに私は考えております。これまで

のように公民館の管理運営をどうするかと、公民館の

行事をどうするかということではなくて、その公民館

があるその地域の絆をどうつくるか、あるいは見守り

をどうするのか、場合によっては除雪をどうするか、

そういったところまで含めて今小倉委員お話がありま

したように、地域は自分たちがつくっていくと、守っ
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ていくというふうな意識の醸成が、これからはさらに

必要になっていくと思います。 

 そのためには、予算も伴いますので、その仕組みを

しっかり考えながら、県内でも先進事例ございますの

で、そこを参考にしながら、久慈市においても前向き

に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  187ページの施設管理委託料、これ

は体協関係のですが、主要な施策の成果に関する説明

書の51ページを見ますと、実は全体の利用者が、これ

は社団法人久慈体育協会分ですけども、約２万人、24

年、25年比較して減ってるんですよね。山形について

は微減です、300ぐらい減ってますが。２万人減った

理由は何と考えてるのか。特に、減少は柔剣道場が２

万1,000から8,000人減ってるんですね。久慈の柔道の

まちっていう中で、こういう減り方はどうなのかって

いうのがすごく気になりましたが。 

 ただ、その中で第二体育館が9,000人から１万2,000

人にふえてるんですね。この関係があるかどうかわか

りませんが、その辺の中身についてお聞かせていただ

きたいと思います。 

 もう一つは、同時に指定管理の中に市民総合プール

が入ってますよね。老朽化が著しいわけですが、この

市民プールについて将来改修して新しいのをつくって

いこうとしているのか、どういう方向なのか、総合

プールについてお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  大向社会体育課長。 

○社会体育課長（大向雄二君）  体育施設の利用者の

関係でございますが、市民柔剣道場の人数が25年度減

ったこの理由は、実は産業まつりで柔剣道場のほうを

24年度までは使用していたんですが、25年度は会場と

して使用しなかったというのが一番大きな原因でござ

います。 

 それから、第二体育館のほうの人数がふえてるのは、

これは市民体育館が要するに利用が混雑していて使え

ないときに、第二体育館のほうに回ってるということ

で、その人数がふえた大きな理由であろうというふう

に捉えております。 

 市民プールでございますが、これにつきましては、

体育施設として一応全ての施設の中の修繕計画では考

えていたところでございますけども、実際に市民プー

ル、50メーターでも25メーターでもかなり老朽してお

りますので、この必要性につきまして、これから市長

部局、教育委員会と一緒になって検討してまいりたい

というふうに考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そこで先ほど来、同僚議員から久慈

小学校のプールというのが言及になったんですけど、

確かにその予定はないと今教育長の話ですが、やはり

市民プールが老朽化して、その耐用年数がとっくに過

ぎてるんだっていう状況ですよね。 

 そういった中で、あちこち修理をして、特に50メー

ターのほうは雨ざらしの状況ですし、25メーターは屋

根があるんですけども、あそこに将来新たに建て替え

てプールをつくっていくのか、もうあそこは廃止して、

例えば久慈小学校区に、あるいは久慈中学校区に新

プールをつくることによって、多くの市民が使うとい

うようなことになっていかなきゃいけないかなという

気がするんですが、そういう今ある総合市民プールを

どうするかっていうことによって、やっぱり違ってく

ると思うんですよね。 

 その辺、２つも３つもプール必要なわけでないんで、

今大川目とか小久慈とか、長内とか各小学校にプール

が配置してありますが、配置してあるところの子供た

ちは本当に利用してますよね。夏休み中も毎日利用し

てます。そういった中で、先ほど久慈小学校は、授業

では１年間に１時間しか使ってないという状況が示さ

れました。 

 実は、学童保育みつばちの家なんですが、夏休み中

の８月１日から８月８日まで、土日を除き毎日市民

プールに行ってるんですよ。市民プールに行って、こ

としも毎日行って泳いでいます。 

 そうしますと、やっぱり私、前にも言ったことがあ

るんですが、小学校のときやっぱり金づちを克服しな

いと、中学校高校になって泳げないんですよね。そう

いった意味では、本当に小学校のうちから水に親しむ

っていう状況をやっぱりつくってやるっていうのは、

教育に携わる方々の一つの仕事じゃないかなと私思う

んですが、そういった意味では人間の発達のかかわり

の中で、当然必要な時期に必要なことをきちんと教え

ていくっていうことが大事だと思います。 

 その観点から、ぜひこういった点で今言った市民総

合プールの今後のありよう、あの場所につくっていく

のかどうかっていう考え方、その辺どうなのか。そし
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て、それができないんだったら、あそこを廃止して新

たに久慈小学校、久慈中学校が利用できるような場所

に、もちろん市民も使うことができるようなプールを

つくっていけば、しかも若干の屋根をつくるとか、さ

らにその利用頻度が高くなってくるからいいんだろう

というふうに思います。 

 そういった子供たちにとって夢がかなうような状況

が今教育委員会の中で頭の中に考えてるんでしょうか。

さっき言った総合市民プールのかかわりの中で、お聞

かせください。どのような思いを持ってるのか。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  現在、田屋のところにあ

ります市民プール、学校であれば久慈小学校、湊小学

校、久慈中学校等の学区っていうか、その辺の地区

プール的な位置づけとなっております。例えばそれを

久慈小学校のほうに移転したとすれば、今度はかえっ

て湊小学校から距離的に離れてしまうのではないかと

考えております。そういうふうな面からすれば、今の

場所は割といい場所ではないのかというふうに考えて

おります。 

 ただ、そのプール確かに老朽化しております。特に

50メータープールのほうは外にありますし、老朽化も

激しい。しかも、競技用以外はそれほど使用頻度が余

り高くないという状況にございます。 

 これらについて、どのようにするか市の施設全体の

計画の中で考えてまいりたいと思っております。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今市民プールが3,800人で、24年、

25年が3,700人で横ばいに使われてますね。数的にこ

れは多いとか少ないは、ちょっといろんな関係で分か

りませんが、いずれ4,000弱が使われてると。 

 今、湊の話しましたけど、湊は結構市民プールでな

くて、温水プールに行ってるんですよ、実は現在も。

だから、大川目とか長内とかあって、一番大きい久慈

小学校にないんだというところが、私一番問題だと思

うんですよ。何でそういういっぱい子供がいるところ

に、必要な施設がないのかということですよ。久慈小

学校の生徒が１日１回使うと、この人数すぐ3,000人

の数なんて埋まるんですよ。久慈小の人たちが夏休み

中ずっと行ったら埋まるんじゃないですか。 

 そういった意味で、本当に子供たちに必要な施設を

必要な時期に与えるというのは、ほんとに行政として

必要だというふうに思うんで、今言ったように市民

プールをどう使うという方針がまだつくってないと。

もう老朽化して耐用年数が来てる中で、どうするかっ

ていう方針つくってない、あそこに建て替えるなら建

て替えるっていう方針つくってない。 

 そこをやっぱり早く計画を打ち出して、あそこを廃

止なら廃止して、違う施設を使うなり、それなりに住

宅地で分譲してもいいでしょうし、それはいろいろあ

るでしょうし。そしてその資金を使って、久慈小学校

区に新たにつくると。そして、小学校の生徒が、800

人近い生徒がいるわけですから、依然として。その生

徒のためのやっぱり使えるような施設を検討するのは、

当然じゃないでしょうか。 

 やっぱりぜひ子供たちが小学校のときから水に親し

むような状況をつくると。１年間に１時間しかやれな

い状況では、私はだめだと思うんで、ぜひ改善してい

ただきたいと。 

 特に、金づちの解消でいうと、むしろ内陸の人たち

はプールがちゃんとあって、内陸の人たちが泳げるっ

ていうんですね。かえって沿岸の人たちがなかなか泳

げないという子が増えてるという実態であるもんです

から、そういった改善をして、ひとつ早くどうするか、

いつの時点までにそういう結論を出していくのか、め

どを示していただきたい。お聞かせいただきたいと思

います。 

 もうひとつは、アンバーホールですが、従来からも

お願いしてきてるんですが、アンバーホール友の会っ

ていうのが存在します。私もその一会員です。そのア

ンバーホール友の会は、確かに案内状が来ます。アン

バーホールとの関係はそういう関係です。 

 アンバーホール内の中の方が事務局やって、課長が

事務局長やってますよね。それが、アンバーホール友

の会そのもの自体の活動ができるような状況になって

ないんですよ、実は。例えばチケット普及するのにも、

ありますよって来るだけで、じゃああなたもぜひこの

申し込みでアンバーホール友の会の方々も協力してく

ださいっていうのは一つもない。それをできるような

仕組みになってない。 

 だから、友の会もそういった活動できるようなスタ

イルにして、アンバーホールが主催するいろんな催し

物とマッチングした形で活動できるような友の会に私

は改革していく必要があると思うんです。従来から言
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ってるんです。ところがなかなか進まない。 

 そういった意味で、本当に宝の持ち腐れっていうの

があるんで、アンバーホール友の会の人たちはやっぱ

り関心持ってる人たちがいっぱい入ってますから、そ

の人たちのニーズにも応えるような形の組織に改変し

ていき、その友の会の人たちのメンバーも、役員の中

に入れながら、アンバーホールの活動について改善し

ていくことによって、市民が参加できる。そしてでき

るだけ安くなされてますから、それは多くの市民が入

ることによって安く提供しても、それが1,000名、

1,550名のキャパの中に1,000名近く入ったら、それで

いいことだと思うんです。そういった意味で、本当に

せっかくいいものが来ても、充分伝えきれない中で

200、300という少ない人数の中成功しないというとこ

ろに、私はやっぱりもうちょっと注目しながら、アン

バーホール友の会の会員の活性化というか、十分活動

できるような仕組みに改善すべきじゃないかと思うん

ですが、お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  市民プールでございます

けれども、まず教育委員会としては構想的なものとし

ては、現在地の改修、どの程度するかは協議していか

なければならないと思いますけれども、現在のところ

は現在地の改修を考えているところでございます。 

 ただ、先ほども申し上げましたとおり、市全体の施

設の改修というものもございますので、全体の中で改

めて考えてまいりたいと思っております。 

○委員長（畑中勇吉君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  アンバーホール友の会

についてのご質問にお答えをいたします。 

 友の会、特に会長等も定めない会員だけの組織にな

ってございますが、私、社会文化課長が事務局長とい

うことで、あて職になっております。年間1,000円の

会費をいただきながら、毎月の会報を発行して、皆さ

んにヤンバーホールの自主事業であったり、貸し館事

業であったり、さまざまな情報提供をするとともに、

会費を原資として友の会割引きということで、200円

から500円ぐらい入場料を割引くサービス等もしなが

ら、入場者の拡大に努めてはおります。 

 毎年１回、会員の皆様のうちから、任意というか、

お願いした方に監査、それから会務全体に対するアド

バイス、ご提言をいただきながら運営をしております。

そういった部分とあわせて、今委員からお話があった

部分も含めて、会の運営の改善、そしてアンバーホー

ルの事業の入場者の拡大に向けて頑張ってまいりたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  委員各位にお願いいたしま

すが、質問は簡潔に要点をまとめてお願いいたします。

城内委員。 

○城内仲悦委員  総合市民プールですが、現在地に改

修したいが、今後の全体の施設の検討の中でどうなる

か分からないという話です。そうしますと、この現在

地の改修については、まだ当然めどが立ってないし、

目標年度も出てないということですが、それはいつご

ろまでにそういう考え方がはっきりしてくるんですか。

未来永劫じゃないです。耐用年数来てるわけですから、

そのめど、どういった形で着地地点をどこらに置いて

るのか、お聞かせください。 

 それから、今アンバーホール友の会について、事務

局長である課長から話があったんですけど、そこのと

こですよ。やっぱりアンバーホール友の会の人達の意

識が、意見が表明できるところがないんですよ。たし

かに送られてありますよ、ありますよだけなんですよ

ね。 

 物事を成功させるためには、その人達がチケットを

持って幾らかでも、５枚でも10枚でも普及できるほう

に回ってもらうということのつくり方をしていかない

と、成功しないわけです。そういった意味では、会員

の方々の意向をどう生かしていくかということ。 

 それから、組織的に会長は友の会の方からちゃんと

選ぶ形で、やっぱりそして友の会の運営についてのき

ちっと会議ができるような組織に改変していただきた

いと思うんですが、お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  先ほど来総合プールにかか

わってのご質問いただいております。今、一般質問で

も公共施設等の総合管理計画、今策定を進めてるんだ

ということでご説明申し上げてまいっております。 

 その中でご説明しているとおり、市の全部の施設、

これの今後の方向性といいますか、それらについても、

この２年間でもってある一定の方向性を考えてまいり

たいということで今進めておりますので、その計画が

でき上がった時点なり、その後において庁内の中でど
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うあればいいのかということについては、今後検討し

てまいりたいというように考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  友の会の組織の運営に

関してお答えしたいと思いますが、今委員からご提言

があったとおり、なるべくであれば友の会の会員が主

体となって、そういうふうにチケット等の販売にも、

例えば足を運んでいただくような組織であればすばら

しいなと、そういうふうに思っておりますし、そうい

う組織になるように、会員の皆さんとも協議しながら、

そして今お話のあった事務局長だけじゃなくって、会

長もしっかり会員の中から選べるような組織運営に改

める方向で検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 11款災害復旧費、質疑を許します。桑田委員。 

○桑田鉄男委員  ビニールハウスの雪害による倒壊と

いうことで、６款でなくここで聞いたほうがいいのか

なということでお尋ねをします。 

 ことしの冬、たしか２月ごろだったと思うんですが、

重いどか雪が降ってビニールハウス等が倒壊をしてお

ります。その復旧の状況についてお尋ねをします。 

○委員長（畑中勇吉君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  ２月から３月にかけ

ての大雪によるハウス、それから農業施設等の被害の

災害っていいますか、復旧の状況でございますけれど

も、これについては国の支援を受けて復旧をするとい

うことで、今年度に入りまして国に申請をして、現在

その交付決定等を待っている状況でございまして、既

に国からは指令前でも着工してもよいというふうな回

答はいただいておりますけれども、ほとんどの方はそ

の交付決定を待ってこれから復旧をしていくというふ

うな状況になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 12款公債費、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 13款諸支出金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 14款予備費、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、財産に関する調書について説明を求めます。

勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  財産に関する調書につい

てご説明申をいたします。 

 364ぺージ、365ページをごらん願います。１公有財

産（１）土地及び建物（総括）からご説明をいたしま

す。この表の区分の縦の欄中、本庁舎から公共用財産

までが行政財産、山林から雑種地までが普通財産であ

ります。 

 まず、土地でありますが、決算年度中増減高の合計

欄、一番下の合計欄の左から二つ目の数字になります

けれども、2,925平方メートルの増は久慈湊地区、元

木沢地区、玉の脇地区、久喜地区、集団移転先住宅団

地等整備事業用地及び夏井町大崎地区、湊地区の避難

路用地等の取得による増によるものであり、決算年度

末現在高の合計は2,224万1,474平方メートルとなって

おります。 

 次に、建物でありますが、365ページ、一番下の合

計欄の右から二つ目の数字になりますけれども、木造

及び非木造を合わせた延べ面積の決算年度中、増減高

の合計では、3,462平方メートルの増となっておりま

す。これは、東日本大震災後に中小企業基盤整備機構

が整備した仮設工場及び倉庫等15件の無償譲渡を受け

たことによる増によるものであり、決算年度末現在高

の合計は23万5,342平方メートルとなっております。 

 次に、366ページ、367ページになります。このペー

ジは、ただいま説明をいたしました土地及び建物の総

括表を、行政財産及び普通財産ごとに分類をしたもの

であります。ただいまの総括費用の説明でご了承いた

だきたいと存じます。 

 次に、368ページ、369ページになります。まず

（２）イ山林（普通財産）でありますが、面積の決算

年度中の増減はありません。 

 次に、立木の推定蓄積量でありますが、7,050立方

メートルの増は成長増によるものであり、決算年度末

現在高の合計は35万9,595立方メートルとなっており

ます。 

 次に、（４）物件でありますが、決算年度中の増減
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はありません。 

 次に、（６）有価証券でありますが、決算年度中の

増減はありません。 

 次に、370ページ、371ページになります。（７）出

資による権利でありますが、決算年度中の増減はあり

ません。 

 次に、372ページから377ページまでの２物品は、取

得価格80万円以上の重要物品について決算年度中の増

減高をあらわしたものであります。 

 決算年度中において15点の増となり、決算年度末現

在高は499点となっております。 

 次に、378ページになります。３債権でありますが、

災害援護資金貸付金は東日本大震災に伴う貸付及び償

還により774万円の増となり、決算年度末現在高は

4,839万5,000円となっております。 

 地域総合整備資金貸付金は、医療法人健生会及び中

央介護センター有限会社に対する貸付によるもので、

償還により1,437万6,000円の減となり、決算年度末現

在額は7,382万9,000円となっております。 

 下水道事業受益者負担金及び漁業集落排水事業分担

金においての決算年度末現在額は、下水道事業受益者

負担金は359万6,000円、漁業集落排水事業分担金は

439万5,000円となっております。 

 医師養成奨学資金貸付金は、医師に対する貸し付け

によるもので、決算年度末現在額は2,040万円となっ

ております。 

 次に、４基金でありますが、（１）財政調整基金は

１億2,021万4,000円を積み立てし、決算年度末現在高

は17億8,921万円となっております。 

 次に、（２）市債管理基金でありますが、８億

5,261万9,000円を積み立てして、決算年度末現在高は

９億6,288万3,000円となっております。 

 （３）土地開発基金でありますが、決算年度中の増

減はありません。 

 次に、379ページになります。（４）東日本大震災

復興基金でありますが、２億8,384万4,000円を積み立

てし、決算年度末現在高は６億2,164万6,000円となっ

ております。 

 （５）地域の元気臨時交付金基金でありますが、平

成25年度に基金設置し、８億347万円を積み立てして

おります。 

 （６）東日本大震災復興交付金基金でありますが、

８億9,561万2,000円を取り崩し、決算年度末現在高は

27億3,043万2,000円となっております。 

 （７）ふるさと活性化創造基金でありますが、

2,771万9,000円を取り崩し、決算年度末現在高は２億

1,969万9,000円となっております。 

 （８）地域コミュニティ振興基金でありますが、１

億43万9,000円を積み立てし、決算年度末現在高は８

億528万4,000円となっております。 

 次に、（９）国民健康保険事業財政調整基金及び

（10）国民健康保険診療施設財政調整基金であります

が、決算年度中の増減はありません。 

 次に、380ページになります。（11）国民健康保険

高額療養資金貸付基金、（12）福祉医療資金貸付基金

及び（13）応急生活資金貸付基金でありますが、別に

配付をしております定額の基金を運用するための基金

の運用状況によりご了承願います。 

 （14）長寿と健康のまちづくり基金でありますが、

48万5,000円を取り崩し、決算年度末現在高は1,136万

7,000円となっております。 

 （15）介護保険高額サービス資金貸付基金でありま

すが、別に配付しております定額の資金を運用するた

めの基金の運用状況によりご了承願います。 

 次に、381ページになります。（17）肉用繁殖牛特

別導入事業基金でありますが、別に配付しております

定額の資金を運用するための基金の運用状況によりご

了承願います。 

 （19）魚市場建設基金でありますが、1,000円を積

み立てし、決算年度末現在高は1,515万9,000円となっ

ております。 

 なお、（16）ふるさとの水と土保全基金、（18）家

畜導入事業資金供給事業基金及び（20）教育振興基金

につきましては、決算年度中の増減はありません。 

 次に、382ページになります。（22）奨学金貸付基

金でありますが、別に配付をしております定額の資金

を運用するための基金の運用状況により、ご了承願い

ます。 

 （23）学校施設整備基金でありますが、2,000円を

積み立てし、決算年度末現在高は217万円となってお

ります。 

 （25）岩手県収入証紙購入基金でありますが、別に

配付しております定額の資金を運用するための基金の

運用状況によりご了承願います。 
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 なお、（21）市民文芸賞基金及び（24）柔道のまち

久慈推進事業基金につきましては、決算年度中の増減

はありません。 

 以上で財産に関する調書の説明を終わります。 

 ただいまの説明で、381ページ、（20）「教育奨励

基金」と申し上げるべきところを、「教育振興基金」

と申し上げてしまいました。訂正しておわびをいたし

ます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で認定第１号の質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第１号「平成25年

度久慈市一般会計歳入歳出決算」は認定すべきものと

決することに賛成諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○委員長（畑中勇吉君）  起立多数であります。よっ

て、認定第１号は認定すべきものと決しました。 

 この際、都合により副委員長と交代いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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   

○副委員長（小野寺勝也君）  審査を継続いたします。 

 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」を議題といたします。 

 歳入、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  この保険税の収入未済額ですが、２

億6,538万1,378円という高額になってるわけですけれ

ども癩癩 

    〔発言する者あり〕 

○城内仲悦委員  間違いました。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  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。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」は認定

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（小野寺勝也君）  起立全員であります。

よって、認定第２号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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   

○副委員長（小野寺勝也君）  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」

を議題といたします。 

 事業勘定、歳入、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほど間違って申し上げましたが、

この国民健康保険税の収入未済額ですが、２億6,500

万を超えてます。２億6,500万何がしですが、滞納繰

り越しの分で１億5,700万となってますが、収納率

26.65です。問題は、この当年度減年分課税で医療費

給付分で4,900万、それから後期高齢者支援課税の分

で1,000万ということで、合計で6,000万近い収入未済

になってるんですね。この要因は何であるのか、お聞

かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  五日市収納対策課長。 

○収納対策課長（五日市清樹君）  国保税の収入未済

額についてでございますけれども、25年度の現年度の

対前年比では18.34％の減となっておりまして、前年

度に比べれば5,959万円ほど減少したものと捉えてお

りますので、収入未済額が多いということは、ちょっ

と収納対策等行っておるところでございますけれども、

やはり景気の状況とか滞納者の状況がいろいろなさま

ざまな要因がありまして滞納しているというところで

ございますので、その中で収納対策を行いまして、前

年比で18.34％の減となったところでございます。収

入未済額が減となっているところでございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、前年度はいわば１億

を超えてたということで、ちょっと前年度の数字ない

んですが、前年度の数字は5,900万の減ということは、

１億超えたっていうことでしょうか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  五日市収納対策課長。 

○収納対策課長（五日市清樹君）  そのとおりでござ

います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、いわゆる収納では努

力したというふうに当局では思っているというふうに

理解していいんですか。その点お聞かせください。 



－81－ 

○副委員長（小野寺勝也君）  五日市収納対策課長。 

○収納対策課長（五日市清樹君）  市税収納率向上対

策の方針に基づきまして、職員一丸となって市税、国

保税の滞納整理等を行いまして、収納率の向上につな

がったものと考えております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  その点については頑張ったというふ

うに思うんですが、問題はその後の滞納分が１億

5,700万ということで、これが全体の累積の重荷をつ

くってるんですが、これ自体は従来どおり高過ぎる国

保税の中で、まさにその負担能力を超えた形の税が課

されてることによって、こういった形でトータル的に

は２億6,500万というふうになっておりますし、一般

会計の繰り入れをしながら、何とかつじつま合わせて

来てるわけですけれども、そういった点でやはり国保

税の軽減に向けての努力がもう少し必要だろうと思う

んですが、その点での改善方については、今後お考え

でしょうか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  税の収納対策、国保

税に限らないわけでございますが、いずれ新たな滞納

繰り越し分を増やさないということで、現年分の収納

に努めたところでございます。 

 したがいまして、現年分の収入未済額は減っており

ますが、滞納繰越分については若干収納率が下がって

る部分もございます。 

 それから、高過ぎる保険税というふうなお話ござい

ました。そういった表現もあるかと思いますが、いず

れ現在国保税につきましては、国保の25年度の決算を

見ましても6,800万円ほどということで、赤字が生じ

てございまして、翌年度の歳入をもって繰り上げ充用

してるというふうな状況でございますし、一般会計か

らもルール分、それから財政支援分というふうな形で

繰り入れをお願いしてるというふうなことでございま

すので、現在のところ国保税の軽減といいますか、法

定の軽減があるわけですが、26年度からですけれども、

２割軽減、あるいは５割軽減の対象者の拡大が出てま

いりましたので、そういったところでのある程度の軽

減は図られると思いますけども、大もととなる税率を

下げるとか、そういった状況には現在国保財政を見ま

すと、そういった状況にはならないというふうなとこ

ろでございますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  その点で言うと、確かに国保税この

財政の形そのものが、国の負担割合が減ってきてる中

で本当に市町村の国保税は大変な状況になっておりま

す。 

 やっぱりこういう点で、基本的には国の負担割合は、

当時45ぐらいあったんです。その辺がずっと減らされ

て30、35となってきてますが、当然やっぱりもとに戻

すといいますか、何％でもやっぱり国の負担割合を増

やしていくっていうことをしていかないと、これまで

大きくなればいいんだっていう議論はあったんだけど

も、市町村でやってるからこそ、さまざまな形でケア

できる部分があるんで、これが連合とか大きくなって

くると、まさに市町村の手から離れてしまうと、まさ

にそういったきめ細かなことができないという状況に

なってしまうんで、この点で言えば、国が進めようと

している連合とか広域連合でいくんでなくて、やはり

そのもの自体を良くするためには、国がきちんと国保

財政を支える仕組みを要求していくのは大事だと思い

ますが、その点については、やっぱり市長会等を通じ

て、きちんと改善を図るよう要求をしていく必要があ

ると思うんですが、その点についてお聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  まず訂正をお願いし

ます。先ほどの答弁で、私は滞納繰越分については、

ちょっと収納率が下がってるんじゃないかというふう

なお話をしましたけれども、現年分につきましては、

前年度と比較して1.7ポイント、それから滞納繰越分

につきましても、2.7ポイントほど収納率が伸びてい

る状況でございますので、まずご理解いただきたいと

思います。 

 それから、国保財政についての国の財政基盤強化と

いうことでございますが、委員もご承知のとおりだと

思います。現在国保の大きな制度改正を検討しており

まして、平成27年度の法案、法律を国会に提出すると

いうふうな準備が整っております。 

 国保の都道府県化ということで、広域化が進むよう

な形になっております。現在、国保基盤強化協議会と

いうことで、国と地方との協議が行われておりまして、

その中間まとめが出まして、それらを了承したという
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ことで、全国知事会、全国市長会、町村会についても

了承したということで、いずれそういった方向に流れ

にあります。 

 いずれ国保の財政基盤を強化していくということで、

国もしっかりとその辺を協議していくと、検討してい

くということでございますので、国保を担当する者と

しては、いずれそういった方向をいろいろ見定めなが

ら、それからまたお話にありましたように、市町村が

国保運営しておれば、十分市民に身近なサービスがで

きるというふうないった面もございますので、いずれ

どういった方向にいくのか、市民サービスが下がらな

いような形で制度改正がなされるように、全国市長会

等を通じて要望してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  さっき18.3％で話して、今1.7％と

いうことですが、どっちの数字が正しいのかな。滞納

繰り越しが2.7％改善になったと。それから、当年度

分は1.7％の改善になったという答弁を部長がしまし

たけど、課長は18.3％、5,900万という話をしました

が、どこの数字がどうなのか。ちょっとそこを混乱し

ますので、整理して改善のあった分について、そこを

整理してお話しいただきたいと思います。それが一つ

です。 

 それから、今、国の流れ県知事会のあれが出ました

けども、しかし、もっとこの点について言うと、国自

体は基盤強化する方向に行くっていうけど、しかしそ

れをしないまま、今日までこういう事態をつくってき

てるわけですよね、はっきり言えば。 

 国自体が地方の各自治体の国保財政から負担を減ら

し、今日の事態をつくってるのは国なんですよね。そ

れをやっぱりちゃんとしないまま、都道府県化する

云々ということを言ってますが、その点で私は国にご

まかされないようにしていきたい。 

 国だってうんと金があるわけじゃないし、できるだ

け国も負担を減らしたいという中で出てきてる都道府

県化ですから、これは「はい、そうですか」というふ

うに私はいかないと思うんで、この点はこれからも私

どもは吟味しながら、きちんとチェックを入れていき

たいと思うし、大きくなることはいいことだというふ

うには思ってませんので、ほんとにきめ細かに、やっ

ぱり市町村の国保がいいというふうに現在思ってます

ので、その点についてはこれからも私どもはきちんと

質していきたいと思いますが、市としても今言った国

が決めたから云々じゃなくて、担当として、もっとや

っぱり吟味することを考えていただきながら、やって

いただきたいと思いますので、答弁いただきたいと思

います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  初に、先ほど

18.3％下がったというのは、収入未済額の額が前年度、

24年度決算と比較して下がったということでございま

す。18.3％減額になったということです。 

 それから、国保の制度改正に伴っての再度のご質問

ございました。いずれ私どもとすれば、市町村それぞ

れ一つ一つが小さい規模もあれば、ある程度の規模も

あると。そこが国保財政を運営してるということで、

もう本当に破綻状況にあるというふうに思っておりま

す。 

 したがいまして、今回の都道府県化ですけども、そ

ういったことによってスケールメリットといいますか、

そういったことで財政運営が安定的に図られるのでは

ないかなというところで、期待しているところも多い

ところでございます。 

 ただ、今後どういうふうに法律改正がなされて、ど

ういった制度が出てくるのか、制度設計については国

が行うというふうなことになりますので、その辺を見

極めながら、全国市長会等を通じて要望すべきところ

は要望していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定、歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  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。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」は認定
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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（小野寺勝也君）  起立多数であります。

よって、認定第３号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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   

○副委員長（小野寺勝也君）  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」を議題といたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  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。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」は認

定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（小野寺勝也君）  起立多数であります。

よって、認定第４号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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   

○副委員長（小野寺勝也君）  次に、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」を議題といたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  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。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」は

認定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（小野寺勝也君）  起立全員であります。

よって、認定第５号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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   

○副委員長（小野寺勝也君）  次に、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」を

議題といたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  一般管理費の魚市場運営委員会報酬

ってありますが、この委員の数と支出済み額が３万

300円ですから、何回委員会が開かれて、具体的なそ

の内容を、この時の議題といいますか、何回開いてそ

の内容についてお聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、委員の数であ

りますけれども、８人であります。そして、ことしの

２月21日に開催しております。出席人数は６人でござ

います。 

 そして、会議の内容でございますが、魚市場の水揚

げ状況を踏まえて、来年度以降のどういった方向に向

かったらいいか、そういった意見をいただいていると

ころでございます。 

 あわせまして、昨年度末に高度衛正管理化の計画を

策定いたしました。それについてもお諮りをしたとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ８人で１回ですね、そうすると。そ

して、この８人の中に女性委員がいらっしゃるのかど

うか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  全員男性でございま

す。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  魚市場運営委員会報酬、委員会です

が、女性の委員が必要のない委員会なのか、例えば漁

協、メンバーがどういう方がなってるかわかりません
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が、漁協関係者とか漁民も入ってるかと思うんですけ

ども、その中に例えば漁協婦人女性部とかあるわけで

すね。そういった意味では、そういった方々も入れる

必要があるんじゃないかと思うんですが、男性だけ８

人というのは、今の時期、やはり女性も構成員に入っ

たほうがいいと考えますが、いかがでしょうか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  確かに昨今の情勢を

考えますと、女性は必要というふうに捉えております

けれども、これまでの場合、魚市場買受人組合であり

ますとか、あるいは学識経験者として水産部の課長、

そういった８名という少ない人数でしたので、こうい

った形になりましたけども、今のご意見を踏まえまし

て、次の委員会では検討してまいりたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  多分条例か何かで決めているかと思

うんですけど、そうすると人数を、必要だったら人数

を増やしてもいいだろうし、今までに決めた中ですと

男性しか選べないというのであれば、そこは若干増や

して女性の枠を２人とか３人増やすということで、や

はり女性の委員もきちんと入れるべきだと思うんです

が、改善方を求めたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○副委員長（小野寺勝也君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ただいまの意見も踏

まえまして、次の委員の任命のときには検討してまい

りたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  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。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」は認定す

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（小野寺勝也君）  起立全員であります。

よって、認定第６号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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   

○副委員長（小野寺勝也君）  次に、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」を議題といたします。 

 歳入、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  たしかこの漁集にもあると思うんで

すが、面積に対する負担金というのは、例えば下水道

だと320円とかなんかあるんですが、この漁集の場合

もそういう負担金があって、あったとすれば幾らで、

１平米幾らになっていますか、お聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  漁集の場合ですけども、

分担金として１戸当たり12万8,000円をいただいてお

ります。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  12万8,000円というのは、面積関係

なくということでしょうか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  面積に関係なく１戸当

たり12万8,000円です。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  あとは下水道のほうにまた聞きます

けど、いずれそうすると、漁集の前は１戸当たり12万

8,000円と、面積関係ないと言いますが、公共下水道

は面積当たりになりますよね。 

 そうしますと、下水と漁集は同じ仕事してますよね。

名前は違いますけど、排水をきれいにして流すという

のでは、公共下水道も漁集も同じなんですけど。そう

しますと、漁集で言うと、例えば地域に入ると１戸当

たりの面積が宅地も広いんですよ。そうすると、12万

8,000円で広いも狭いも同じく、12万8,000円しか取ら

れないということになりますよね。 

 ところが、公共下水道でいくと100万近くいくとこ

ろもあるんですね。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員、公共下水道

のところで質問してください。 

〔「わかりました」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  333ページになります。事故繰り越

し２件ほど記述してあるわけですけれども、これの事

故繰り越しになった理由等をお伺いしたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  繰越明許癩癩 

○副委員長（小野寺勝也君）  今歳出ですよ。梶谷委
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員、もう一度お願いします。 

○梶谷武由委員  333ページで13の委託料。 

○副委員長（小野寺勝也君）  歳出ですよ。 

○梶谷武由委員  339ページの13の委託料のところと

15の工事請負費で、事故繰り越しの部分がありますが、

ここの部分についての説明をお願いします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  集落排水の関係でご

ざいます。まず、用地の部分、これに若干の時間をと

りました。また、大尻の集落排水の終末処理場、そこ

の用地の部分の地元との調整もございました。それで、

このようなことになったものでございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  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。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」は

認定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（小野寺勝也君）  起立全員であります。

よって、認定第７号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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   

○副委員長（小野寺勝也君）  次に、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」を議題といたします。 

 歳入、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  この分担金ですが、公共下水道の場

合は１平方メートル300幾らだったか、ちょっと具体

的に教えてください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  １平米当たり390円で

ございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  これは、今どんどん拡大して公共下

水道の区域増えてますよね。実は、市街地であれば１

戸当たりの宅地面積はそんなに多くないですよね。と

ころが、市外まで拡大すると、農家の方は面積広いわ

けですよ。そうすると、宅地とか畑とかさまざまあっ

て、分担金だけで100万を超えるところも出てきてる

んですよね。 

 さっき漁集は１戸当たり12万8,000円だけだと。と

ころが、公共下水道はやり方が違うから仕方ないかも

しれんけども、この分担金が１平方で390円と。それ

は、家が建ってる部分だけじゃなくて、ちょっと畑と

か原野が入ると、100万を超えるんですね。それを４

年間で払ってもいいし、一気に払ってもいいしとなっ

てますけど。これを実際にそれぞれの関係者がそこま

で理解して拡大に賛成してるかどうかわからない部分

があるんですよ。 

 来てみて初めて、「ああ、そうだったのか」ってい

うのが実際あるんですけど、その辺やっぱり宅地につ

いてもっと絞って、負担をお願いするということにや

っぱり再検討しないと、分担金の徴収がなかなかス

ムーズにいかないのじゃないかという気がします。 

 そういった意味で、分担金の面積の捉え方について、

もう少し改善の余地があるんじゃないかという気がす

るんですが、お聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  下水道の汚水整備でご

ざいますけれども、これは今お話ししたような宅地で、

また雑種地等でまだ家が建ってないとか、水田とか畑

とか、そういうところも面整備でございますので、そ

こだけを抜いて整備するということは、工事費的にも

かなり後でまた整備するということになると、補助金

を使えなかったりそういうこともございますので、面

整備ということで一体的に整備してございます。 

 また、畑とか宅地でもまだ家が建ってない、汚水が

流れない、そういう土地の対象には猶予制度がござい

ますので、猶予の申請をしていただいて、家が建って

汚水が流れる状態になってから負担金を負担していた

だくということでご説明しております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  猶予制度があるのも存じ上げており

ます。確かに使うまでは猶予があります、申請すれば。

問題は、面積が広い中で、同じ１平方メートル390円

という単価でやられると、ほんとに市街地の街なかは

100坪は100坪、50坪は50坪という範囲なんですけど、

それが何百坪ってなっちゃうと、負担しきれなくなっ

ちゃうんですよ。もう一つの新たな税金になっちゃう、

これは。 

 公共下水道法に基づいて、あなた方は負担分担金出
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してくださいと。分担金ですから、税金と同じみたい

なものですよね。滞納すると差し押さえするんじゃな

いですか、結局。 

 だから、そういった点で面積が一定以上超えたら、

例えば分担金の金額を半額にするとか、そういった軽

減措置も考えないと、せっかく確かに公共下水道を通

してもらってありがたい部分もあるけれども、しかし

負担金、分担金が大き過ぎて払いきれないということ

が、私実際出てくると思うんですが、そういったこと

を危惧してませんか。 

 だから、そういう面積で軽減するのか、料金で軽減

するのかについては、やっぱりこれはぜひ市でできる

ことだと思うんですけども、その辺検討すべきじゃな

いでしょうか、お聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  先ほど申し上げました

とおりでございますけれども、汚水整備に関しては面

整備ということですが、現在整備してる箇所、以前に

も水田等が多かった場所等は整備しないで、そこは後

で整備しようということで除外をしてございます。 

 ですので、これからもその辺を勘案しながら整備し

てまいりたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  条例で１平方メートル当たりの分担

金の価格について、今390円だと。検討していけば、

もうちょっと軽減できることになるのかどうか。それ

は自由に久慈市の結果の中でできるのか。建設省まで

行かなきゃできないかどうか。 

 あるいは、当然施設整備していくお金もかかってま

すから、そういった意味では公共下水道でそういった

分担金の金額を減らすと、例えば一般会計から入れて

いくことになっていくのか、その辺を含めてどんな仕

組みになってるか、お聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  受益者負担金の額、平

米当たり390円ということですけども、これは管渠工

事の５％に相当する額について、面積に応じて負担し

ていただくものでございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  軽減できる方途がないのかって聞い

てるんです。条例で決めているでしょうから、条例な

り規則で決めるでしょうが、軽減する方途がないのか、

方法がないのかって聞いてるんです。 

○副委員長（小野寺勝也君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  公共下水道の供用開始のと

きに、この分担金について審議会等でお話しいただき

ました。管渠の５％と言いますと、本来は420円だっ

たんですけども、それを軽減して390円という形にな

りました。これは、市のほうで決めていいということ

でございます。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  審議会もあるようですから、そうい

った意味ではぜひ軽減のことも含めて、今後この点に

ついては要望しておきたいと思います。 

 いずれ拡大、拡大といった場合に、そういう負担が

増えてくるのは事実ですので、きちんと市街地、郊外

に拡大するときはそういったことを十分説明して、本

当にいいのかというあたりも吟味していかないと、広

げたはいいが、分担金が払えないとなれば、結局みん

な５％分ですけど、公共下水道の会計上困るわけです

ので、そういった点については、ほんとにそこまで吟

味した上で拡張してください。 

 そうでないと、拡張してから「ああ、大変だ」じゃ

あ困りますので、そこは吟味して説明方をお願いした

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  公共下水道をこれから拡大

するときには、説明会等で十分にその辺のところを説

明していきたいと思います。猶予等もできるだけ家屋

の部分ということで、農家等である倉庫、こういった

ものはまずは汚水を出さないということで猶予してい

くような形で、また将来的にも田んぼ以外やらないと

いうところには、公共ますも設置しなくていいわけで

すので、そういったことも熟慮していただくように、

熟度を高めていただくように説明してまいりたいと思

います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  357ページ、下水道使用癩癩 

○副委員長（小野寺勝也君）  ちょっと待ってくださ

い。今歳入です。次に歳出をやります。よろしいです

か。 
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    〔発言する者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  歳入、質疑を打ち切り

ます。 

 次に、歳出、質疑を許します。砂川委員。 

○砂川利男委員  357ページ、下水道使用料徴収事務

委託料、これはどこに委託をしてるのか。委託先と、

それから下水道の現在の当初の計画からの進捗状況が

どうであって、普及率は今どれくらいか。 

 それから、下水道に接続している世帯数、それから

接続世帯数から徴収する使用料の料金は幾らか、お尋

ねいたします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  まず、進捗状況でござ

いますが、汚水の整備72.6％の整備率でございます。

それと、普及率でございますが、36.0％でございます。

接続世帯数が2,896世帯でございます。 

 使用料でございますが、現年分の調定額が１億

3,585万4,030円でございます。下水道使用料徴収事務

委託料の委託先は、水道事務所に委託しております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  下水道を久慈が当初計画して、国か

らの認可が下りた時代背景という頃は、全国的に下水

道の事業認可をもらうのは、そこの都道府県の首長に

とっては政治力手腕に思われる傾向が強い時代背景だ

と思うんです。 

 ところが、それから今日まで、この下水道普及が進

む中において常々言われてきたことが、人口５万人以

下のところで下水道を導入すると、自治体の財政が破

綻すると言われるぐらい、いわば一言で言うなら、要

するに金食い虫だと。こうずっと言われてきたんです。

それで建設省等でも、この状況を改善していくために、

もっと柔軟に効率のいい取り組み方をしてくださいと

いう通知が出されてきた経緯があると思うんです。 

 そういった中で、下水道とかいろんな資格の講習を

やる団体が日本環境整備教育センターというところが

ございまして、そこの博士が盛岡に来て講演をしたと

き、久慈市からもどなたか担当者が講演を聞きに見え

られたと思うんですが、その方がこういうことを言っ

てるんですね。「久慈市は、今のままで何もしないで

放っといても、将来的には80％だか90％の汚水の普及

率になる」と、要するに人口が減っていく。 

 ですから、それ以上設備に投資を金をかけていくと、

過剰設備投資が起きてきたときに、ほかに転用して使

えることができないということを考えていけば、ここ

ら辺で計画というものを見直していく必要があるんじ

ゃないかという意味のことを話された記憶がございま

す。 

 そういった意味から見たときに、久慈市の財政健全

化的な考え方からいくならば、 近の新聞で皆様方ご

承知のとおり、増田ショックという論調が出ている。

人口が久慈市は１万人ぐらい減っていくんだというの

から見ると、この下水道の問題というものは、先ほど

の城内委員がおっしゃるとおり、やはり再検討してい

くのに 優先に取り組んでいくぐらいの値が私はある

と思いますが、そういった面での私の考え方に対する

感想をお聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  下水道の見直しでございま

す。人口減少に伴いまして、平成12年にも見直しを行

っております。これは本当に今までは、昭和57年に始

まった事業のときから、かなりそのときは４万5,000

人をたしか計画したと思いますけれども、平成12年に

なりまして人口減少等も考慮して、市勢発展計画の人

口、こういったものも考慮しながら、かなり減にしま

した。 

 また、今度、県で平成30年に汚水適性化計画で、久

慈市は28年から29年にかけて久慈市の実施計画の見直

し、これをまた行う予定になっております。これに伴

いまして、人口減少等も考慮して、まただんだんに縮

小していくのではないかなというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  この問題に対する認識の共有化をし

てもらうための参考として申し上げますが、北海道の

夕張市でなかったかな、財政再建団体になった。あそ

こは、テレビとか新聞報道では、その財政運用のいろ

いろな問題とか、テレビ、新聞の話題になりやすいよ

うな中身がクローズアップされた報道になってるんで

すけども、全国環境整備事業団体連合会が行って調査

をした中身から申し上げると、下水道の普及率がそこ

は特別高いところだった。 

 したがって、この下水道の普及率の高さが、物すご
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い財政に影響を与えてるということも、実は財政破綻

の中に存在してるんだと。これは、ほとんど報道等の

中には、表には出てきてないけれども、大きな比重を

埋めてるのの一部に下水道の普及率の高さもあるんだ

ということは、再検討していく考え方の認識の中に置

いていただいたほうがいいんじゃないかなということ

で、これは特別答弁は要りません。 

○副委員長（小野寺勝也君）  ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  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。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」は認

定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（小野寺勝也君）  起立全員であります。

よって、認定第８号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第９号 平成25年度久慈市水道事業会計

決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  次に、認定第９号「平

成25年度久慈市水道事業会計決算」を議題といたしま

す。 

 初めに、決算報告書、収益的収入及び支出、質疑を

許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、資本的収入及び支出、質疑を許します。城内

委員。 

○城内仲悦委員  施設のことについては、ここかなと

思って聞くんですが、未給水地区の改修の問題で、進

んでるところと進んでないところがあるわけですけど

も、例えば既に要望も出てたと思いますけど、小久慈

町の秋葉地内の上水道区間の未給水地区の関係ですが、

現在ここは利用者が管理してると。ポンプが古くなっ

て、部品交換もなかなかままならない状況があるんだ

ということで、現状は承知してるかと思うんですが、

ここの未給水地区の改善については、どのような状況

になってるのか、お聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  秋葉地区のここは

平成元年ごろ開発行為で造成された場所で、開発時点

から土地の高さが高くて、まず自然流下では水圧が不

十分だということで、それでも水道を利用したいとい

うことで、水道事業所のほうに確約書を提出していた

だいて、自分たちでポンプをつけて、自分たちで運営

していくから水を使いたいということで、久慈市の上

水道を現在利用している状況にございます。そして、

簡単に言えば未給水区域じゃなくて、給水区域となっ

ております。 

 委員おっしゃりましたように、今ポンプが古くなっ

てきて、何か更新に対していい方法がないかというよ

うな要望を受けておりますが、なかなかにポンプを整

備するということになれば、同じような地区がほかに

も多数ございます。まず、対応に苦慮しているところ

でございます。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そういう確約書は出されて使ってき

たと。しかし、長年使ってる中で、維持管理の関係で

ポンプっていうのは、それは耐用年数がありますから、

当然なってきたと。そういう意味では、対応に困って

るというお話ですが、実は久慈市は確かにそういう大

変なところを抱えながらやってきましたし、今簡易水

道ですね。上水が経営することになって、今簡水の管

を上水でやってますよ、現在。というような形で、山

形町の管渠も全部つないで、上水道が経営していくと。 

 それから、宇部簡水も皆つないじゃっていますよね。

そういった中では、簡水に近い捉え方を、もうしてい

い場所だというふうに思うんです。そういった意味で

は、使う方々が努力をしてこれまで何十年も開発行為

やってきたと、20年近いかと思うんですけど、その間

自分たちで努力して、電気代も払ってやってきたわけ

ですよ、生活を維持するために。 

 そういった中でやってきたけども、しかし今はそう

いったポンプの耐用年数が来たということですし、そ

ういった意味では、これまでの努力については、市民

も頑張ってきたことは確かなんですね。 

 そういった中でやっぱり手伝っていただいて、一つ

の簡水的な考えに立てば、やっぱり何とか支援して、

久慈市の水を飲んでもらうということについては、や

っぱ必要だというふうに思うんですが、お聞かせ願い

たい。 
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 監査委員の報告では、今、単年度赤字になってます

よね、今度の決算でも。それはやっぱり久慈市の一般

会計からいろいろ出てますけども、やっぱり簡水を上

水で経営することによって、経営を圧迫してきてるの

は事実だと思うんですね。 

 そういったなかでも、しかし、何とかやっていこう

という状況の中で出てきている問題でもありまして、

ぜひこれは対応を苦慮してる分についてはわかります

が、しかし、一つのあるちょっと変わった簡易水道だ

というふうな認識を持てば、何とかポンプについても

助成しながら、久慈市の水を飲める、安全な水を飲め

ることになるんじゃないかと思いますが、その辺余り

苦慮しないで、何とか実現させていただきたいんです

が、いかがでしょうか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  秋葉のただいまの問題につい

ては、私も現地を確認して、非常に困ってらっしゃる

というのは聞いております。開発行為の当時に確約書

が出たということなんですが、それももう25年、四半

世紀前で、その開発業者がもう存在しない。それを更

新時期に入って住宅を建てた方々が自己負担できるか

という非常に厳しい状況にあるというのは聞いており

ます。 

 今担当からもお話ししましたように、収支が厳しい

状況の中でございまして、ほかにも類似の箇所がある

のも事実なんですが、だから皆さんでということでは、

解決しないなというふうに思っております。 

 本来の形で水道事業者がやりますと、ほんとに完璧

な施設をつくりますと、経費的にはかなり上がるとい

うこともありますが、そこのやり方については、引き

続き検討していきたいというふうに考えております。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ぜひ何とか解決の方途が見えてきた

ような答弁をいただきましたので、この点については

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 もう一つ、これも未給水地区になるかと思うんです

が、私ども議会報告会で出てきた問題で、実は私も知

らなかったんですが、慈光寺は水を引っ張って水を飲

んでいるそうですが、慈光寺の久慈城跡地の脇を長久

保に行く道路があるんですけど、それをいくと、五、

六軒、家があるわけです。その辺には防火水槽もない

し、そういった意味で未給水地区として認識をいただ

きながら、給水管をぜひ普及してほしいという住民の

皆さんの声を聞いてきました。 

 多くの議員のほとんどがここは水道が行ってたと思

ったんです。それが行ってないことが認識されました

ので、ぜひ、あの辺の一体の防火についても必要かと

もいますが、慈光寺というお寺を抱えている中で、ぜ

ひ未給水地区として認定していただきながら、早期に

敷設をしていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  慈光寺付近の未給

水地区という今お話でした。慈光寺付近は、ここも高

さが高くて加圧ポンプが必要な場所でございます。確

か、慈光寺さんそのものも自分で加圧ポンプを設置し

てやられているというふうに思っております。 

 まず、現地のほうを調査いたしまして、事業可能か

どうか、検討、研究をしてまいりたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  小国の改良工事、いろいろやってい

ただいておるようなんですが、前にアスベストの水道

管がはまっておったやつを、 初、合併したてのころ

は、川井を先にやって、それが終わってから小国を敷

設がえをするんだということで、一部始めたように記

憶をしているんですけども。完全にアスベストの水道

管を小国の分の敷設がえが終わったのかお尋ねいたし

ます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  山形町内の石綿管

の更新状況というご質問でございました。 

 山形村自体に小国の石綿管更新を実施しましたけれ

ども、なかなかに地権者の同意を得られない場所があ

りまして、約200メーターほど、現在も山形町の小国

地区に石綿管が残っている場所がございます。それを

今後、川井・関・小国統合簡易水道整備事業を行って

います。 

 それで、水の流れが川井の清水川のほうから関を通

って小国のほうに向かっていくような形に、今整備を

しております。その整備が終われば、石綿管を使用し

なくても利用できるようになる計画となっております

ので、その整備の中で石綿管をなくしていきたいと考

えております。 

 以上です。 
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○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、損益計算書、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  当年度純損失8,280万5,184円ありま

す。繰り越しが9,700万円ですが、残が当年度未処理

分が1,493万円しか残っていないんですが、この当年

度純損失がこれだけ多くなった要因はなんでしょうか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  平成25年度の損益

計算書で8,300万円ほど純損失を計上いたしました。 

 その要因といたしましては、国家石油備蓄基地が東

日本大震災で井戸の浄化設備を被災いたしました。そ

の関係で、水道事業所のほうから水道水を利用してお

りました。それが今度復旧いたしまして、水道水を使

わなくなったということから、その使用料の減で大き

な収入の減がございました。 

 あと電気料金単価ですけれども、値上がりいたしま

して、その増加。これも東日本大震災で被災を受けた

わけですが、県立病院前の排水管ですけれども、その

大規模修繕を行っております。それとか、あと今現在、

八戸久慈自動車道とか、復旧関係の住宅工事で移設工

事を行っているわけですが、その工事費の前払い金と

かというのを立てかえ払いをしている関係で、このよ

うな赤字が大きくなったというふうに捉えております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、今言った住宅の場合

の立てかえ払いとか、そういったのは26年度には戻っ

てくるわけです。そうしますと、幾らか改善されるん

ですか、損益計算上の数字は。 

○副委員長（小野寺勝也君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  八戸久慈自動車道

の立てかえ払いについては、今年度入ってくる見込み

となっております。ただ、改善はされますけれども、

石備とか、電気料金、そういうふうなものは現状のま

まとなっておりますので、金額は多少改善されるかと

思いますけども、赤字傾向は続くものと捉えておりま

す。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  どんどん簡水の拡張、連結をやって

いけば、そういう資産をふえていきますが、減価償却

費が損益計算していくと２億7,281万9,000円、この減

価償却の膨れていくことも経営の圧迫というようなこ

とになっていってないのか、その辺の関係をお聞かせ

ください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  今、減価償却費の

お話をいただきました。 

 減価償却費のほうは、荷軽部簡水が完成した時点で

3,000万円ほど減価償却金がふえまして、その後、24

年、25年と赤字が続いております。これの一因となっ

ているのは、やはり減価償却費も一因と考えておりま

すし、また、今回、川井・関・小国統合簡水が一部供

用開始になれば、また、減価償却費がふえていくもの

と考えております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、現時点でまだ出ない

わけですが、26年度の損益計算の方向、見込みから言

うと、今年度並みの赤字になっていくのか。26年度は

備蓄のがもともとなくなるわけですから、そういった

点では、当年度純損失は8,000万円というふうな大き

いものにはならないというふうに認識していいのか。 

 残っているのは、1,100万円しか残っていませんの

で、これが消えてしまうような状況になっていくのか、

どういう数字で考えていますか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  26年度は先ほど委

員さんがおっしゃったように、石備とかの収入は現状

のままでございますので、ただ、山形の統合簡水の一

部供用開始はまだ始まりませんので、減価償却はまだ

そんなに大きくならないだろうと。 

 そういうことになれば、今回8,000万円だったわけ

ですけれども、それよりは幾分改善されるということ

でございます。 

 現在の未処分利益剰余金が1,493万円ほどございま

す。このまま行けば赤字、1,400万円がなくなりまし

てマイナスになるのかというご質問でございますけれ

ども、平成26年度より、会計制度が改正されまして、

過去の減価償却に見合う補助金等分が制度の移行処理

といたしまして、資本剰余金から利益剰余金に振りか

えられることから、平成26年度末で未処分利益剰余金

がマイナスになるというふうな状況にならないものと

捉えております。 
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 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、剰余金計算書、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、剰余金処分計算書、質疑を許します。城内委

員。 

○城内仲悦委員  揚水積立金をやっていましたよね。

滝の関係の電気設備とか、そのための揚水基金という

のがありますよね。あれがかなり減ってきているんだ

けど、あれは滝以外でも使ってきたのか。 

 揚水基金については、その昔、三河部長さんが水道

所長をやっていたころ、滝の揚水以外に使うなとい

う癩癩 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員に申し上げま

す。次に貸借対照表の質疑を許しますので、その際に

質問してください。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、貸借対照表、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほどの揚水基金のことでちょっと。 

 金額がかなり減っているんです、見たら。当時、４

億円、５億円はあったと思うんです。それが今、ほと

んど使われて１億円なかったと思うんですが、その辺

の減った理由と、以前、それ以外に使うなということ

でやったことあるんですが、それがいつのまにか

「等」になっていますから、それ以外に使ってきてい

るんだと思うんですが、経過についてお聞かせくださ

い。 

○副委員長（小野寺勝也君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  今、揚水基金の状

況についてご質問をいただきました。 

 委員おっしゃいますように、一時期は６億円ほどの

積立金がございました。その後、平成19年から25年ま

では、滝導水ポンプ場の更新に使っております。これ

が２億3,000万円ほど使っております。 

 あと田高水源の整備に、平成13年から平成23年まで

使用して、現在が9,500万円ほどとなっている状況に

あります。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、「等」ということを

つけたあと、滝導水は使うためにあった基金ですので、

田高水源地に使うということについては、この時点で

要綱を変えたのか。確か、それだけに使うということ

のことだったと思うんですけど、私は、その変えた時

期を知らないので、田高水源、平成13年から使って、

６億円あったのが9,500万円しかないということでご

ざいます。 

 今後、基金については滝導水に滝の揚水関係に使う

ということで認識していいのか、さらに、これからも

滝とか田高水源地みたいなのに使っていこうとしてい

るのか、考え方はどうなっていますか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  揚水基金のことで

ございますが、滝導水ポンプ場の更新事業は、平成25

年で一応終了しております。平成26年度、今年度は実

施していないところでございます。 

 今後もほかのところに使うのかどうかというご質問

でございますけれども、今の時点では、ちょっと予想

がつかない状況ですけれども、多分、金額がもうこれ

ぐらい少なくなってございますので、ほかに使うのは

難しいかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  以上で質疑を打ち切り

ます。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第９号「平成25年

度久慈市水道事業会計決算」は認定すべきものと決す

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（小野寺勝也君）  起立全員であります。

よって、認定第９号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○副委員長（小野寺勝也君）  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。 

 これをもって決算特別委員会を閉会いたします。 

    午後３時33分   閉会   
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