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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開会・開議 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから第20回久慈市

議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに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。 

 市長から、議案の提出があり、お手元に配付してあ

ります。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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    日程第１ 会期の決定 

○議長（八重櫻友夫君）  日程第１、会期の決定を議

題といたします。 

 会期日程案に関し、委員長の報告を求めます。小栁

議会運営委員長。 

    〔議会運営委員長小栁正人君登壇〕 

○議会運営委員長（小栁正人君）  おはようございま

す。第20回久慈市議会臨時会の運営につきまして、去

る11月26日に議会運営委員会を開催し、協議をいたし

ましたので、その結果をご報告申し上げます。 

 今臨時会で審議いたします案件は、市長付議事件２

件であります。また、専決処分の報告が２件あります。 

 このことから、今臨時会の会期は本日１日とすべき

ものと決しました。 

 各位のご協力をお願い申し上げ、ご報告といたしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  お諮りいたします。本臨時

会の会期は、ただいまの委員長報告のとおり、本日１

日と決すること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、会期は１日と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 会議録署名議員の指名   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第２、会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員に、小倉建一君、小野寺勝也君、城

内仲悦君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第１号及び議案第２号並びに

報告第１号及び報告第２号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第３、議案第１号及び

議案第２号並びに報告第１号及び報告第２号を一括議

題といたします。 

 提出者の説明を求めます。中居副市長。 

    〔副市長中居正剛君登壇〕 

○副市長（中居正剛君）  提案いたしました議案２件

の提案理由、及び報告２件について、ご説明申し上げ

ます。 

 まず、議案第１号「平成26年度久慈市一般会計補正

予算（専決第２号）の専決処分に関し承認を求めるこ

とについて」申し上げます。 

 この補正予算は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所

裁判官国民審査執行に係る経費について、緊急を要す

ることから専決処分をしたものであります。 

 １ページをお開き願います。第１条「歳入歳出予算

の補正」は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ3,834

万4,000円を追加し、補正後の予算総額を264億7,357

万8,000円としたところであります。款及び項の補正

額は、２ページ、３ページの第１表「歳入歳出予算補

正」のとおりであります。補正の内容でありますが、

８ページ、９ページをお開き願います。歳入でありま

すが、14款県支出金３項委託金１目総務費委託金を増

額したところであります。 

 10ページ、11ページをお開き願います。歳出であり

ますが、２款総務費に衆議院議員総選挙及び最高裁判

所裁判官国民審査執行経費を計上したところでありま

す。 

 次に、議案第２号「平成26年度久慈市一般会計補正

予算（第４号）」でありますが、今回の補正は、街路

整備事業に係る経費を計上したものであります。 

 １ページをお開き願います。第１条「歳入歳出予算

の補正」は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ４億

5,000万円を追加し、補正後の予算総額を269億2,357

万8,000円にしようとするものであります。款及び項

の補正額は、２ページ、３ページの第１表「歳入歳出

予算補正」のとおりであります。 

 次に、報告第１号及び報告第２号「道路の管理に関

する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告

について」でありますが、報告第１号は、本年７月28

日、新中の橋第４地割地内の市道久慈川線を走行中の

車両が、舗装損傷によるくぼみを通過したことにより、

左後輪のホイールを損傷したものであります。 

 報告第２号は、本年８月30日、夏井町夏井第９地割

地内の市道生平富原線を走行中の車両が、舗装損傷に

よるくぼみを通過したことにより、左前輪のホイール

とホイールカバー、左後輪のホイールカバーを損傷し

たものであります。 

 これらの事故に係る損害賠償の額の決定、及びこれ

に伴う和解について、地方自治法第180条第１項の規

定に基づき専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告するものであります。 

 なお、道路の管理につきましては、今後さらにパト

ロールを強化し、適切な対応に努めてまいりたいと考
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えております。 

 以上で提案理由及び報告の説明といたします。 

 よろしくご審議の上ご承認、ご決定を賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（八重櫻友夫君）  これより提出議案に対する

総括質疑に入ります。質疑を許します。16番小野寺勝

也君。 

○16番（小野寺勝也君）  報告１に関わってここでお

聞かせいただきたいと思います。 

 説明にありましたように、道路損傷に伴う事故の補

償だということですよね。これは、言葉が適切かどう

かわかりませんけども、いわば欠陥サービスといいま

すか、放っておくとやっぱり行政不信にもつながりか

ねない問題だと思うんですよね。そういう点で、さき

の議会でも触れた経緯あるんですが、やっぱり道路行

政に対する体制なり予算をやっぱりきちんと確保して、

こういうことが行政側の責任で事故が起こるようなこ

とがあってはならないと思うんですが、その点につい

て改めてお聞かせいただきたい、第１点。 

 それからこれは、いわゆる過失割合という点で言え

ば、市の道路損傷ですから10対０という理解でよろし

いのかどうか。その２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、このような事故が起

きたことを本当に申しわけないと思っております。 

 市といたしましても何とかこういうことがないよう

に努力はしてるんですが、今年度大変な大雪がありま

して、穴ぼこの数が非常に多くてなかなかに手が回ら

なかったというところもあります。 

 今後におきましては、予算の確保等含めて何とかこ

ういうことが起きないように努力してまいりたいと思

います。 

 また、損害補償の賠償額の過失割合でございますが、

これは端数処理等もありますけれども、大体50、50で

補償内容となっておりまして、端数処理がありますの

で全く50％ということにはなりませんけども、大体50、

50ということで、大体このような穴ぼこの場合は決ま

っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  今のに関連しますが、今、部

長答弁では大雪のせいでくぼみが、舗装のくぼみが多

くできたんだという説明でありました。 

 実は、私は、前にも言ってるんですけど、その現場

を見るたびに土木課に電話してるんですよ。ここが穴

あいてる、大至急やってくれと。いうことからいえば、

予算をふやして人をふやすということはなかなか今の

行政の中では厳しい状況にあると。 

 そこで、私は、市職員、毎日道路通ってるわけです

よ。しかも市職員はほとんどまんべんなく市内に住ん

でらして、毎朝庁舎に来るわけです。毎日来るわけで

すよ。その通う道を通った中で、毎朝その状況につい

てやっぱ報告するという体制をとれば、それが速やか

に道路維持にまわっていって防げると思うんですよ。

だから人的体制がなければできないんじゃなくて、私、

やっぱりそういう考え方を持っていかないとやり切れ

ないと思うんです、これ。道路の長さが多くなって、

今言った大雪が降ればという理由はそんなのは理由に

はならないと思うんですね。だから、早く気がつけば、

調査をしてやる。こことここがこうですよと。そうす

ると物を持っていけるわけですよ、既に。ベテランが

そろってますから。かなりの人数、体制とってますよ

ね。資機材持ってトラックに積んで行きますよ。そう

しますと、速やかに、私は対応できると思うんですが、

その辺、ぜひこれは、市民の安全を守る、道路行政と

いうのは極めて、ほんと言えば、もっと自動車業界と

かさまざまな点から予算をもっとぶんどってくるべき

だと思うんですけど、なかなか道路行政は管理してる

市道なら市にきますよね。そのために、やっぱり維持

管理の面で、そういったやっぱりみんな目を持ってい

るわけですから、その目をちゃんと生かすというやり

方を位置づけていかないと追いついていけないと、そ

んなに予算が潤沢にあるわけではないので、ぜひその

辺の対応をすべきじゃないかというふうに思うんです

が、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  今道路にかかわってご質問

いただきました。ご提言のとおりだと思っております。 

 今までも、部課長会議等々で、職員にはそういう道

路状況について報告するようにということでやってき

ております。 

 ただ、今ご指摘あったように制度として、それを定

着させるということが必要だろうと思って、今聞いて

おりました。 

 今まで道路を職員が通って役所に来るわけですが、
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その都度何かあったら教えてくれと、土木課のほうに

知らせてくれということでは今までも指示をしている

わけでございますが、それを、今議員さんからご指摘

いただいたように、制度として、きちっと高めていく

という努力を今後してまいりたいと思って、今聞いて

おりましたので、今後その仕組みづくりを考えてまい

りたいと思っております。 

 それと、先ほど部長が申し上げましたとおり、いろ

んな箇所でそういう穴ぼこができているという状況が

あります。それらに素早く対応できるように今後も努

力してまいりたいと思っております。 

 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）  あわせてもう一つ提案です。

ぜひ、メールの交信ができるように、担当のところに

メールアドレス渡して欲しいんです。そうすると、撮

って現場を送れるわけです、すぐ。それをしないと、

スピードアップできませんので、私もやっと写真を撮

って送れるようになりましたので、そうすると、現場

を送れるわけですよ。そうするとすぐわかりますので、

どういう状態かわかりますし、それらに対応できます。

その点ではメールの対応を一つはお願いしたいと。 

 もう一つはやはり、凍上災ということになると思う

んですね。これは補助金当然つきますので、凍上災に

ついてはやはりきちんと補助申請をして、全面的に直

すことについてやっぱりそういった点では直していく

ということでは凍上災についても大いに活用していく

ことについてお願いしたいんですが、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）  メールの件につきましては、

今後ともできるだけ活用してまいりたいと思います。 

 それから凍上災の件でございますが、凍上災、気温

の高低差、平年度の差等で決まるものでございまして、

なかなか積雪そのものについての凍上災の採択基準と

いうようなものがないものですから、これにつきまし

ては、なかなか難しいものかなと思っておりますが、

今後とも、もし凍上災できるようになれば、いろんな

ところをそのときに直していきたいと思っております

ので、よろしくお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  今のことといいますか、この

件にかかわってですが、市の職員から通ったときにそ

の状況を見て報告をしてもらうと、そういうシステム

を考えていきたいということですが、市職員だけじゃ

なくて一般市民、行政区長等含めながら一般市民から

も通報できるような、そういう危ない箇所があったと

き通報していただいて、それを確認をしながら補修を

するという、そういう制度を検討するに当たって、ぜ

ひ広くしていただいたほうがいいのではないかと思う

んですが、そこの部分についてもあわせて考えていく

かどうかをお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  先ほど副市長のほうからも

申し上げましたとおり、例年、春の部課長会議等でも、

市職員にはできるだけ、そういうところがあったら、

穴ぼこ等があったら土木課のほうにお知らせください

というふうなことは、部課長会議等でもお願いしてお

ります。また、区長さん等にもお願いしておりますが、

今後は、もう少しＰＲを強めまして、一般の方からも

来れば、すぐ対応するようにはしておりますけれども、

今後ともちょっとＰＲのほうを強めてまいりたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

全議案は、いずれも委員会の付託を省略し、直ちに審

議することにしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 これより議案の審議に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第１号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第４、議案第１号「平

成26年度久慈市一般会計補正予算（専決第２号）の専

決処分に関し承認を求めることについて」を議題とい

たします。 

 質疑を許します。17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  この補正内容的には、12月２

日からの衆議院選挙の選挙費用だというふうに認識を

しているわけですが、そこで、毎年これはポスター張

りの場合大変苦労するんですが、選挙管理委員会にお
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聞きしたいんですけども、掲示板の場所について、地

図と名簿等は配布しているわけですけども、いかんせ

ん掲示板の設置した場所と、名前が一致しないという

のがこれまでもあったんですが、きちんと調査をして、

名前と場所が一致するように更新しているのかどうか

その点を聞かせてください。 

 もう一つは、選挙のいわゆる期日前投票、こないだ

沖縄の知事選挙でも、非常に、三十数％ですか、相当

数多い期日前投票がなされて、いわゆる投票率のアッ

プにつながっている。 

 実は先日、議会の改革推進会議とそれから議運の合

同の研修があって、全国の先進例を学んできたんです

がある選挙管理委員会では大学に期日前投票所を設置

したんですよ。そして、若者の投票を促進させたとい

うことでの事例が報告ありました。これはすごいこと

だなと私思ったんですが、やはり選挙管理委員会が座

して待つんじゃなくてやっぱり、投票率を上げるため

に、そういった形で期日前投票を促進させるというこ

とで考えてほしいんですが、そういった意味では、土

風館に期日前投票を設置できないのかというふうに思

うわけです。そうしますとあそこはバスで乗り入れし

ます。お年寄りがわざわざ久慈市役所の選管に行くに

は、どなたか車で乗っけてくるとか、そうでないとな

かなか足がない。そういった中で土風館に設置される

と、いろんなお年寄りも含めて、若者含めて、あそこ

には人が往来する場所ですので、そういった場所を期

日前投票所を設置するというようなことが、私は考え

られないのかというふうに思います。 

 というのは、大学でさえできて、若者の投票行動を

促進させるということでいえば、非常に役に立ったと

いう報告がございました。そういった意味で、期日余

りないんですけども、今回そういった点を考えていく

必要があるんじゃないかというふうに思うんですが、

その点お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  久慈選挙管理委員会事務局

長。 

○選管事務局長（久慈清悦君）  ただいま、２点ご質

問いただきました。 

 まず、掲示板のご質問でございますが、今までも、

城内議員さん初めいろいろご指摘等いただいておりま

す。それで昨年度、選管の事務局書記等で確認して回

って、更新というか一致させているところであります。 

 また、もし、いろんな部分でわかりにくいところ等

がありましたら、事務局のほうにお話しいただければ、

改善に努めていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 あと、期日前投票の投票所の件でございますが、現

在、ご承知のとおり、市役所のところと、あと山形総

合支所で実施しております。 

 土風館のほうの設置等の考え方についてでございま

すが、投票率の向上等については先ほど大学のことも

ありましたが、有効な手段の一つにはなってくるかと

思います。今後、委員会等で相談しながら、あと投票

管理者とか立会人の部分もございますので、それら等

を考えながら検討を進めたいと考えております。 

 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）  期日前投票の土風館設置につ

いてですけど、これは今、急にしゃべったからすぐに

できるってもんじゃないんだけど、しかし、今まで投

票率が低い、大変だということは選管は言うんだけど

も、しかし、どうやっぱり具体的に、その投票行動を

とらせて投票率を上げるかということを、やっぱり投

票は義務でなくて権利ですけども、権利の行使をして

もらうために、場所をできるだけ、今言ったように久

慈でいえば、久慈は大学は今ないですけど、土風館は

今言ったようにバスの発着場がありまして、非常に往

来が多いということの中で、私は非常に有効的だと思

うのでこれはぜひ今後、やっぱり選挙管理委員会でぜ

ひ検討課題にしていただいて、これは国政だけじゃな

くて、来年は地方選挙もありますし、そういった意味

では、必要なことではないかというふうに思いますの

で、これはぜひ、今検討していくと言いましたけれど

も、本当に緊急の課題的な課題としてやっぱり投票率

アップとか、投票の権利を行使してもらうような状況

をつくっていくということが今非常に大事な点だと思

いますので、再度お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  久慈選挙管理委員会事務局

長。 

○選管事務局長（久慈清悦君）  ただいま、城内議員

さんのおっしゃったとおり、せっかく、投票というか、

政治に参画できる権利がございますので、できれば本

当に皆さんから投票していただきたいと考えている部

分は、私たちも皆同じかと思います。 
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 いろいろな部分で今までも当日の投票所についても、

皆さんが投票しやすい環境ということで、若い人を立

会人にするとか、あと、女性を入れるとか、それから

投票しやすい、なかなかハード部分なんで難しいとこ

ろもありますが、それらの改善等に務めております。

いろいろな部分で、本当にせっかくの投票権ですので、

投票していただきたいと考えております。皆様からも

いろいろご助言等をいただいて対応していきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  今ちょっと話を聞いていまし

て、一つ思ったことは、選挙経費、この衆議院選挙は

国政選挙ですから、国からの委託経費ということにな

ろうかと思います。そういった中にあって、もちろん、

投票率向上というふうなことで期日前投票が制度化さ

れたと。で、この期日前投票が制度化されると当然に

期日前投票所が必要になる。その期日前投票所を国で

はどの程度予算措置をしているのかというのをお聞か

せを願いたいと思うわけであります。これが第１点。 

 第２点は、投票立会人、管理者、それから市の職員

が張りつくわけですけれども、このごろ情報がきちっ

と出ていまして、投票立会人は大体朝７時から夜７時

ごろまでかな、12時間くらい仕事をするんですが、手

弁当と。１万円そこそこの報酬であります。一方職員

は、超過勤務対応になりますので、１人当たり自給

2,500円、3,000円という人もあるだろうと思います。

そうなるとそこに同じ職場に、職場というか、同じ仕

事をしながら、一方では、職員はもちろん個人情報と

いう問題もあるんだけれども、しかし、この個人情報

はいろいろ民生委員なんかでも個人情報の規制がかか

る、そういう中でいろいろと地域に入っていろんな仕

事をしている。そうした中にあってこの個人情報を管

理するからというので、そこに格差が、報酬と職員の

手当の格差が生じていいものかという素朴な私は疑問

を持ってます。そして、なかなか投票立会人のなり手

が今、少なくなっている現状もありまして、そういっ

たことも含めて、そういった報酬の見直しも必要じゃ

ないかなと思うわけでありますが、ご所見をお伺いを

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  久慈選挙管理委員会事務局

長。 

○選管事務局長（久慈清悦君）  国政選挙ということ

で、国から経費が委託料という形で県を通じて来ると

ころですが、ただ基準は、いろいろ国会等でも議論に

なっているんですが、かなり節約するというか、削減

していく方向でございます。その部分もあります。 

 ただ、期日前投票所の基準につきましては、どれく

らい国からというのは今、ちょっと資料を持ち合わせ

てないところで、今、ちょっと確認できれば、確認し

て答弁したいと思います。 

 あと、それから、投票立会人とか管理者の報酬の関

係でございますが、今、濱欠議員さんから質問あった

んですが、これについても、まずは条例で決めている

部分と、あと国のほうから基準があって、その部分で

報酬等お支払いしているところです。あと、職員につ

いては、やっぱり国の基準の中で超過勤務手当の支給

ということで支給しているところで、例えば立会人と

か管理者の報酬を基準より上げたとすれば、それは単

費のというか、市の持ち出しになってくるかと思われ

ます。それらもありましてなかなか立会人の報酬を上

げて来やすくするというのも一つの方法かと思います

が、なかなかそこまではできないでいる現状でありま

す。あと、勤務につきましては、職員はやっぱり勤務

ということでまず超過勤務対応ということで今のとこ

ろは対応しているところでございます。 

 以上のようなことであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  まず、期日前投票については

今情報が手元にないということであります。城内議員

からは土風館という話もありましたが、仮にこの期日

前投票が国において投票率向上のために一躍を担うと

いうふうなことがあれば、そこに当然に期日前投票で

すから、選挙が始まると、今度であれば２日から14日

までですか、告示から投票日までが。期日前投票、投

票の前の日か、13までだな。２日から13までが今回は

期日前投票ということになるので癩癩 

    〔「３日から」と呼ぶ者あり〕 

○24番（濱欠明宏君）  ３日からか。３日から13日ま

でが期日前投票というようなことで、これについても

国から、市の持ち出しじゃなくてこれは国から来てる

と私は思うわけであります。そうすると久慈市は山形

総合支所とこの本庁という二つに期日前投票所として

の申請をし、それに対する国からの交付金措置がある
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ということだろうと私は思う。だからそういった意味

で、これは報酬も含めてやはり制度として見直しをか

ける。立会人の報酬等に含めても市の持ち出しとかじ

ゃなくて、国においてやはり格差是正を図って、職員

との格差是正を少しでも図る、あるいは、なり手がな

い担い手がないというふうな状況の中で、少しでも一

助になるために報酬の若干の上乗せ措置をするような

要望も、やはり私は出す必要があるのではないかと思

うし、それから一方で、今言う期日前投票については、

今、土風館と言ったけれども、市とすれば、やっぱり

支所ですよね、基本的な各地区に張りついている支所

があるわけですから、そういったところにやはり合併

市町村ですので、そういったこと含めて国のほうに期

日前投票投票率向上のために、そこに期日前投票所を

置きたいというような要望も出しながら、私はやって

いく必要があると思うんだけれども、これまでそうい

った要望等は出したことがないのか、あるいはこれか

ら出す思いがあるのかの所見を伺いたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  久慈選挙管理委員会事務局

長。 

○選管事務局長（久慈清悦君）  今、期日前投票の関

係の基準等でございますが、面積とか投票者数等で経

費等ある程度基準があるところで、ちょっと今はっき

りとしたところはちょっとつかめないんですが、その

点については今後、やはり投票率向上のためというこ

とで要望をしてまいりたいと思います。 

 あと、管理者の経費等につきましても、全国一律の

ところもありますが、その辺につきましても、そうい

う要望が市民から上がってるということで、県の選管

連とか通じて要望してまいりたいと思います。具体的

に、今の部分については、正直なところは今まで要望

はしていないかと思います。 

 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）  １点お聞かせください。今

度の総選挙、いわゆる選挙区選挙と比例代表選挙、有

権者は２票を行使するわけですよね。その関係で過去

にも、いわゆる無効票が多かったということも聞くわ

けです。そういう点では、やっぱりせっかくの投票が

生きるように、無効票をいかになくしていくかという

点での努力、対策が非常に大事だと思うんですが、今

度選挙を迎えるに当たってそういう段取り、手だて、

どういう方策を講じておられるか、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  久慈選挙管理委員会事務局

長。 

○選管事務局長（久慈清悦君）  今までも交付の仕方

等について、いろいろ小野寺議員さんをはじめ、ご助

言等いただいております。 

 今回も、職員体制等いろいろ限りはございますが、

交付をできるだけ分けるような形で、思いはせっかく

投票に来ていただいておりますので、まず有効票を投

じていただきたい。それぞれ明確な意思があって白紙

とか投票する部分についてはそういうこともあるかと

思いますが、できるだけ投票所に来た場合には、有効

票を投じていただきたいと思っておりますので、でき

るだけ人員体制等でできる限りの体制を整えて２回交

付というか、それぞれの交付等に努めていきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第１号「平成26年

度久慈市一般会計補正予算（専決第２号）の専決処分

に関し承認を求めることについて」は承認することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第１号は承認されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第２号   

○議長（八重櫻友夫君）  次に、日程第５、議案第２

号「平成26年度久慈市一般会計補正予算（第４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。本案は、

歳入歳出別、款ごとに説明を受け、審議を行うことに

したいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条、歳入歳出予算の補正。歳入、14款県支出金、

説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、事項別明細書
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によりご説明申し上げます。８ページをお開き願いま

す。 

 14款県支出金１項県負担金でありますが、２目土木

費負担金は、街路整備４億5,000万円の増額を計上い

たしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  この総事業費これ26億という

ふうな資料いただいておりますが、補正予算にかかわ

っての関連資料、提出をいただいたことには感謝申し

上げます。今後ともこういった形で出していただけれ

ば非常に審査に役立ちますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

 そこで、これ総額26億となっていますが、この県の

負担金というのは４億5,000万円で終わりなのか、も

うちょっと出るのかどうか、その割合、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）  今回県のほうから、補償で

入りますのは、用地費それから補償費になっておりま

す。これにつきましては、来年度も多少の部分がある

かと思いますけれども、あとは大体工事費のほうに入

りますので、かなり少なくなるというふうに考えてお

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）  そうしますと、総事業費26億

のうち割合というのは決まってるのか。総額的に何％

というふうになってるのか、それが年度ごとに今言っ

たように予算措置をされていくのか。平成29年度まで

で、平成25年度から平成29年度になってますが、年度

ごとには細かくなると思うんですが、総体的には何％

の負担金をいただけるのか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  現在、平成27年度、来年度

になりますけれども、来年度におきましては、地権者

１名、２筆ということで5,000万円程度が入ってくる

のではないかなと思っております。今年度と合わせま

して、すみません、500万円ですね。失礼いたしまし

た。来年度500万円程度が入ってくるということで、

今年度の４億5,000万円とプラスしてそれぐらいで大

体、県のほうから市のほうに来るお金になると思いま

す。 

 全体といたしましては、４億5,500万円割る26億と

いうふうな割合になると思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  この湊橋が、震災後いろいろ

議論をしながら進めてきた経過があります。 

 当初、答弁とすれば、復旧というふうなことで、な

かなかに復興橋には至らないという答弁があった。し

かし、県は復旧の部分については、県は当然に担うけ

れども、拡幅の部分については市が負担をしてくれと

いうふうな話があり、市はそのときに、最終的には自

腹を切る思いで、この復興橋に向けて歩みを一歩進め

たんです。これが始まりです。そして、今、終局にお

いて、県支出金として４億5,000万円認められたとい

うようなことで、いわゆる、まさに復興枠、社総交の

復興枠がこれに該当するようでありますが、この復興

枠をそこに国が認めてくれたというようなことが一方

であったと。で市の持ち出しがぐっと減ったというの

が今回のこの湊橋の特徴であります。 

 私は、今回の震災においてこの湊橋に限らずやっぱ

り、現況に復旧することはもとよりだけれども、震災

ということを踏まえて、復興に向かうというふうなこ

とで言えば、この復旧から復興の部分はどちらかとい

うと市の持ち出しが必要だというふうに、基本的には

思っております。 

 これは、建設部のみならず、農林水産部等の現場で

も、港湾の関係等々も復旧ということで直してんだけ

れどもなかなか復興まで至らなかったというのがこれ

までの経過です。そういった意味で私はこの湊橋は非

常に成果があった。久慈市が、要するに単独を辞さな

い思いを向けて取り組むというようなことで、初めて

国が早速この社総交の復興枠を認めていただいたとい

うことで、非常に意義のある、復興に向けた事業だと

私は認識しております。 

 これにのみならずでなくて、実はまだ農林水産サイ

ドでも現場にあります。復旧の部分は県が認めるんだ

けども、しかし地元が要望している部分というのはな

かなかに県は認めがたいというところについては、や

っぱり市が単独を辞さない思いで予算措置をする、あ

るいは国と折衝することによって社総交の復興枠も私
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は認める可能性があるというようなことをこれからも

建設部のみならず、震災復興に向けて復旧から復興と

いう部分、市の単独を辞さない思いで取り組んでいた

だきたいということを強く申し上げながらこの件につ

いては、思いを寄せていただきたいと。ありがとうご

ざいます。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  今のにも若干関連するかなと

思います。復旧じゃなく復興の部分で考えると、今の

橋を建てかえますけども、これをまたさらに延長して、

源道方面というのかな、向こうのほうまで道路をつな

げるかどうかという、やっぱり、私、計画を持ってや

るべきだというふうに思いますし、そういうことを県

に対してもやっぱり要望していく部分が必要かなとい

うふうに思いますけども、そういった考え方について

お伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  ご指摘の点は、今現在予定

しております、湊橋、そして広美町海岸線から延ばし

てＪＲを横断して、そして県立病院に至る道路だと思

います。ここにつきましては、今までも都市計画道路

として決定しております。ただ、今回、橋の位置が25

メーターずれましたので、これらの都市計画決定の変

更も含めて、今後検討していかなければならないと思

っておりますけれども、今年度から道路の交通量調査、

こういったものを始めまして、市の都市計画街路事業

をどのようにしたらいいかということを検討するとい

うことになっておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  大体わかりましたが、ただ、

時間かけ過ぎちゃうと、こういうふうな部分では、あ

る程度早め早めと時間かけないようにやっていかなけ

れば、もちろん、復興とか復旧とかという話はどんど

ん薄れていくわけですよね。やはりそういうふうな部

分を考えながら、いち早くどんどんどんどん前に進め

ていくような形で計画を練りながら県、国に対して要

望していくのが、私、すごいベストだと思いますけど

も、再度、そういった部分での答弁をお聞かせくださ

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  復興道路という位置づけに

持っていくような形で早め早めにということだと思い

ますけれども、なかなかに難しいところがあると思い

ます。県のほうと相談しながら頑張ってみたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出に入ります。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）  10ページになります。歳

出、８款土木費５項都市計画費でありますが、２目街

路事業費は、街路整備事業費湊橋４億5,000万円の増

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。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  今、先ほど答弁で部長から、

都市計画決定してるんだと。しかし、位置の変更で今

後変更計画をつくっていきたいという答弁でしたが、

今この図面見てるんですけど、当然この橋に沿って真

っすぐ行ってここ直角に曲がってますが、それが真っ

すぐ行って当然つながっていくと思うんですが、これ

はその辺を想定をして今回この部分はつくっていくの

か。全く将来構想とのかかわりで設計上想定なく、関

係なくつくっているのか、それが一つ。 

 それから、今先ほど復興枠云々ってありましたが、

県病のところまでの都市計画道路につなぐ部分につい

ても、現在湊橋のこの取りつけの直角の所からつなげ

ていく道路についても復興枠を申請していくというこ

とになってんのか。それとも、いわゆる建設関係の都

市計画街路事業の補助金等を活用していくのか、どっ

ちなんでしょうか。その辺ちょっとお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  将来の予想をして現在、線

形をつくっているかということでございますが、その

とおりでございます。今現在は、湊橋を渡って真っす

ぐ行くような形で、今度は左側に下りるような形にな

ります。それが真っすぐ行くほうが線路を越えて県病

のほうに行くというふうな形で、今現在は設計をお願

いしております。 

 それから、復興枠での考え方ということだと思いま

すけれども、今現在、復興枠で認めていただいたのは、

堤防のかさ上げに伴って、湊橋を上げるということで、

その取りつけ道路、今まで急だったのを道路の基準の
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とおりの形の勾配で据りつけるというところまでは、

復興枠でということで、国のほうからも理解していた

だいておりますけれども、それから先につきましては、

なかなかに難しいものがありまして、今現在では社会

資本総合交付金、こちらのほうの適用のほうで市の都

市計画事業、こちらのほうで考えていきたいと思いま

す。 

 それから、先ほどありました、県からの負担金でご

ざいますが、約20％ぐらいでございます。市全体とし

ての負担金は大体25.5％、これは26億のうち約６億

4,900万円、こちらが市の持ち出しという形になりま

すけれども、これが復興枠で認められている金額とい

うことになります。 

 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）  そうしますと違う予算でいく

んだということですが、いわゆる平成29年度で完成し

ていくんだということでありますので、都市計画を変

更していくわけですが、ぜひこれは工事が速やかにつ

ながる形の取り組みを、できれば切れないでつなげて

いくような状況ができれば一番いいわけですけれども、

そういった努力はぜひしていただきたいんですが、そ

の点、いかがでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市の都市計画の街路事業の

中では、今度、交通量調査、それから想定交通量、こ

ういったものを勘案しながら、まず、緊急性の高いと

ころ、それから、一番交通量の多いところ等をいろい

ろ検討しながら進め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）  広美町海岸線、いわゆる都市

計画広美町海岸線の起点、終点というのは今回変更に

なるのかどうかということをお聞かせを願いたいと思

います。 

 私、先ほど言いましたけれども、私の認識というこ

とで私、言ったんだけど、私の認識でいいのかどうか

もあわせてご答弁いただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  広美町海岸線の起点、終点

ということでございますが、先ほど言いましたとおり、

今現在の橋の位置から大体25メーター上のほうに、上

流側のほうに橋の位置が変わります。ということで起

点の位置が多少ずれるということになります。延長的

には大体、全く変わらないです。ちょっと上流側に移

るということです。 

 あと、先ほど言いましたように、復興事業、これで

何とかということで、私どももさまざま頑張っており

ましたけれども、今回このような復興枠がとれたこと

でも、かなり市としては、有利だったなというふうに

考えておりますが、今後とも努力してまいりたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  そうすると、起点が若干上流

にずれるというのはそのとおり、図面を見ればわかり

ますが、その上流から新井田側に行く路線はどういう

名前の路線なんですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  そのとおり、今現在25メー

ターほど上流側に移りますので、その取りつけ道路そ

のものも国道395号線に接続する部分については、25

メーター上のほうになったということでございます。

その辺は設計の図面のほうが資料として行っているか

と思いますけれども、従来の計画より少し上流側のほ

うにずれたと。名前といたしましては、広美町海岸線

ということでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  前は起点が、今の湊橋のたも

とですよね。そして、終点が今であればロイヤルホテ

ルのところ。で、これ今が延長するというふうなこと

で今終点が延びつつあるということです。で、一方で、

今のこの起点が、橋がかかって国道を越えて国道にタ

ッチするという路線があるんですけども、その国道に

タッチするところと私が思ってる起点の部分の道路は

広美町海岸線なのか何なのかというのです。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  失礼いたしました。供用開

始している部分ということになると思いますけれども、

都市計画法上は、県病の通りと接続するまでというこ

とになっております。 

 また、ロイヤルパークのほうもあれが上長内のほう

の都市計画道路と接続するまでというふうになってお

りまして、供用しているところは、今、濱欠議員がお

っしゃったとおりでございます。 
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○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２号「平成26年

度久慈市一般会計補正予算（第４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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本臨時会の日程は

全部終了いたしました。 

 これで、第20回久慈市議会臨時会を閉会いたします。 

    午前10時55分   閉会   
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