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第21回久慈市議会定例会会議録（第４日） 

 

議事日程第４号 

平成26年12月17日（水曜日）午前10時00分開議 

 第１ 議案第８号、議案第９号、議案第10号、議案

第11号、議案第16号、議案第20号、議案第27

号、議案第28号、（総務委員長報告・質疑・

討論・採決） 

 第２ 議案第12号、議案第13号、議案第14号、議案

第15号、議案第21号、（教育民生委員長報

告・質疑・討論・採決） 

 第３ 議案第17号、議案第18号、議案第19号、議案

第22号、議案第23号、議案第24号、議案第25

号、議案第26号、請願受理第15号（産業建設

委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第４ 議案第１号（質疑・討論・採決） 

 第５ 議案第２号（質疑・討論・採決） 

 第６ 議案第３号（質疑・討論・採決） 

 第７ 議案第４号（質疑・討論・採決） 

 第８ 議案第５号（質疑・討論・採決） 

 第９ 議案第６号（質疑・討論・採決） 

 第10 議案第７号（質疑・討論・採決） 

 第11 発議案第28号（採決） 

 第12 発議案第29号、発議案第30号、発議案第31号、

発議案第32号 

   提案理由の説明 

   発議案第29号、発議案第30号、発議案第31

号、 

   発議案第32号（採決） 

 第13 議員派遣の件（採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 議案第８号 情報公開条例及び個人情報

保護条例の一部を改正する条例 

  議案第９号 一般職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例 

  議案第10号 地域防災センター条例の一部を改正

する条例 

  議案第11号 久慈市長の在任期間に関する条例 

  議案第16号 久慈市庁舎車庫棟改築主体工事の請

負変更契約の締結に関し議決を求めることにつ

いて 

  議案第20号 町の区域の変更に関し議決を求める

ことについて 

  議案第27号 負担付きの寄附を受けることに関し

議決を求めることについて 

  議案第28号 財産の貸付けに関し議決を求めるこ

とについて 

 日程第２ 議案第12号 国民健康保険条例の一部を

改正する条例 

  議案第13号 放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例 

  議案第14号 包括的支援事業の実施に関する基準

を定める条例 

  議案第15号 奨学金貸付基金条例の一部を改正す

る条例 

  議案第21号 久慈市と岩手県との間の平成23年東

北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要と

なった廃棄物の処理に関する事務の委託を廃止

する協議に関し議決を求めることについて 

 日程第３ 議案第17号 久慈湊漁港海岸災害復旧

（23災第633号防潮堤）その１工事の請負変更

契約の締結に関し議決を求めることについて 

  議案第18号 小袖漁港海岸災害復旧（23災第665

号防潮堤）工事の請負変更契約の締結に関し議

決を求めることについて 

  議案第19号 新たに生じた土地の確認に関し議決

を求めることについて 

  議案第22号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  議案第23号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  議案第24号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  議案第25号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  議案第26号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 
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  請願受理第15号 米価安定対策等に関する請願 

 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（第５号） 

 日程第５ 議案第２号 平成26年度久慈市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議案第３号 平成26年度久慈市介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第７ 議案第４号 平成26年度久慈市魚市場事

業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第８ 議案第５号 平成26年度久慈市漁業集落

排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第９ 議案第６号 平成26年度久慈市公共下水

道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第10 議案第７号 平成26年度久慈市水道事業

会計補正予算（第３号） 

 日程第11 発議案第28号 米価安定対策等に関する

意見書の提出について 

 日程第12 発議案第29号 久慈市議会の会期等に関

する条例 

  発議案第30号 久慈市議会会議規則の一部を改正

する規則 

  発議案第31号 久慈市議会定例会規則を廃止する

規則 

  発議案第32号 専決処分事項の指定についての一

部改正について 

 日程第13 議員派遣の件 

──────────────────── 

出席議員（23名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 下川原 光 昭君 

３ 番 藤 島 文 男君 ４ 番 上 山 昭 彦君 

５ 番 泉 川 博 明君 ６ 番 木ノ下 祐 治君 

７ 番 畑 中 勇 吉君 ８ 番 砂 川 利 男君 

９ 番 山 口 健 一君 10 番 桑 田 鉄 男君 

11 番 澤 里 富 雄君 12 番 中 平 浩 志君 

13 番 小 栁 正 人君 15 番 小 倉 建 一君 

16 番 小野寺 勝 也君 17 番 城 内 仲 悦君 

   (午前10時09分入場) 

18 番 下 舘 祥 二君 19 番 中 塚 佳 男君 

20 番 八重櫻 友 夫君 21 番 髙屋敷 英 則君 

22 番 宮 澤 憲 司君 23 番 大 沢 俊 光君 

24 番 濱 欠 明 宏君  

欠席議員（１名） 

14 番 堀 崎 松 男君 

──────────────────── 

事務局職員出席者 

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

議事グループ 
主 任 長 内 紳 悟

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 遠藤 譲一君 副 市 長 中居 正剛君

総 務 部 長 勝田 恒男君 総合政策部長 一田 昭彦君

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

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

山形総合支所長 中新井田欣也君 会 計 管 理 者 鹿糠沢光夫君

教 育 委 員 長 鹿糠 敏文君 教 育 長 加藤 春男君

教 育 次 長 小倉 隆喜君 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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

     午前10時00分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから、本日の会議

を開きます。欠席通告は、堀崎松男議員であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（八重櫻友夫君）  諸般の報告をいたします。

議員発議案５件及び当職からの提出議案１件をお手元

に配付してあります。 

──────────────────── 

 〔参 考〕 

発議案第28号 

米価安定対策等に関する意見書の提出について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年12月17日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

──────────────────── 

米価安定対策等に関する意見書 



－129－ 

 26年産米の価格下落と米の直接支払交付金の減額は、

農地の集積をすすめてきた大規模な担い手ほど被る影

響は大きく、こうした深刻な状況は、本県農業・稲作

農家の経営に甚大な影響を及ぼすだけでなく、「新た

な農業・農村政策」の取り組みにも影響を及ぼすもの

と考えられます。 

 こうした状況においても、政府は、需給調整のため

の出口対策は行わず、収入減少影響緩和対策（ナラシ

対策）およびナラシ移行のための円滑化対策（平成26

年産限り）のみで対応する方針を示していますが、ナ

ラシ対策には課題があり、来年以降も稲作を継続して

いくためには、緊急対策を実施するとともに、万全な

セーフティネット対策を構築していく必要があります。 

 よって、国においては、将来にわたって安定的な稲

作経営を展望できるよう、早急に次の措置を講じるよ

う強く要望します。 

記 

１．特例措置を含めたナラシ対策等の適切な運用 

(1)ナラシ対策については、当面の営農・生活資金の

確保対策とあわせて、 大でも標準収入額の２割まで

しか補填対象とならないことから、今後の米価動向等

をふまえつつ、補填対象や補填割合の拡大など特例的

な措置を講じること。 

(2)27年産に向けては、極力多くの担い手が２割の収

入減少に備えたコースに加入するよう推進を行うとと

もに、27年産米にかかる標準的収入額の大幅な減少が

想定されることから、算定期間の拡大など必要な見直

しを行うこと。 

(3)また、意欲ある多様な担い手がナラシ対策に加入

できるよう、認定農業者制度の弾力的な運用の徹底や

集落営農の組織化を進めるとともに、とりわけ県や市

町村が定める所得目標については、地域実態に応じた

柔軟な対応を行うよう強力に指導すること。 

２．異常気象への十分な対応 

 26年産米については、８月以降の低温や日照不足等

の影響により、青死米等の発生の増加や登熟不足が確

認されており、こうした異常気象により生産者等が不

利益を被らないよう対策を検討すること。 

３．26年産米の適正販売に向けた環境整備 

 26年産米について、長期計画的に需給に応じた適切

な販売を推進していく観点から、米穀機構の過剰米対

策基金の残を見極めつつ、その活用などの民間の取り

組みを支援すること。 

４．飼料用米の生産拡大に向けた環境整備と長期的・

継続的な支援確保 

(1)ＪＡグループは、27年産において60万トンの生産

振興目標を設定し、飼料用米の大幅な生産拡大に取り

組むこととしており、この取り組みを後押しするよう

水田活用の直接支払交付金の万全な予算を確保するこ

と。 

(2)将来に向けた積極的な投資を促し、生産者が長期

的に安心して飼料用米等の生産に取り組むことができ

るよう、新たな食料・農業・農村基本計画に水田活用

の直接支払交付金の長期的かつ継続的な支援について

明記するなど、生産現場に安心を与えるメッセージを

国として強く示していくこと。 

５．27年産米の適切な生産数量目標の設定 

 27年産の生産数量目標については、ＪＡグループの

飼料用米の生産拡大に向けた取り組みのほか、入口対

策のみで需給調整をはかる現行の政策の枠組みをふま

え、例年発生している過剰作付や25年産の持越在庫、

消費動向等を勘案した適正な水準に設定すること。 

６．将来展望の描ける総合的な水田農業政策の確立 

(1)わが国の主食である米については、毎年安定した

価格で生産・供給できることが生産者・消費者双方に

とって望ましく、30年産を目途とした生産調整の見直

しに向け、米の需給と価格の安定に向けて果たすべき

国や関係者の役割など、米政策の見直しの十分な検証

を行うとともに、水田フル活用ビジョンの充実や主体

的な判断で生産に取り組むことができる地域の担い手

の確保・育成など、さらなる環境整備をすすめること。 

(2)また、米の需要拡大に向けて、国を挙げて、主食

用米の消費拡大対策や輸出促進対策の取り組むこと。 

(3)ナラシ対策のほか、政府が創設を目指す収入保険

制度を含めて、過去の一定期間の収入等を基に補填基

準を設定する仕組みのセーフティネット対策では、継

続的な米価下落には耐えられないため、担い手の所得

や生産コスト等に着目し、担い手が再生産可能な所得

を確保できる万全なセーフティネット対策を構築する

こと。 

(4)また、担い手の所得等に着目した万全なセーフテ

ィネット対策が確立されるまでの間は、再生産可能な

水準で米価を安定させる必要があるため、政府備蓄米

制度の柔軟な運用や仕組みの改善などを通じた適切な
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対応を行うこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提

出する。 

  平成26年12月17日 

岩手県久慈市議会    

議長 八重櫻 友 夫  

 衆議院議長  殿 

 参議院議長  殿 

 内閣総理大臣 殿 

 農林水産大臣 殿 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

発議案第29号 

久慈市議会の会期等に関する条例 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年12月17日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

久慈市議会の会期等に関する条例 

（会期） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）第102条の２第１項の規定に基づ

き、久慈市議会の会期は、４月１日から翌年３月31

日までとする。ただし、法第102条の２第３項の規

定により会期が終了した場合は、この限りでない。 

（定例日） 

第２条 法第102条の２第６項の規定により定める定

期的に会議を開く日（以下「定例日」という。）は、

次の各号に掲げる定例日の区分に応じ、当該各号に

定める日とする。ただし、定例日が久慈市の休日に

関する条例（平成18年久慈市条例第５号）第１条第

１項に規定する市の休日（以下「休日」という。）

に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休

日に も近い休日でない日とする。 

(1) ６月の定例日 ６月の第２木曜日、その翌週

の火曜日及び水曜日並びに翌々週の水曜日 

(2) ９月の定例日 ９月の第１木曜日、その翌週

の火曜日及び水曜日並びに翌々週の木曜日 

(3) 12月の定例日 12月の第１木曜日、その翌週

の火曜日及び水曜日並びに翌々週の水曜日 

(4) ２月の定例日 ２月の 終金曜日、その翌々

週の火曜日及び水曜日並びに翌々々週の金曜日 

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、付議する議案

等の都合その他の事情により必要があると認めると

きは、同項の規定による定例日を変更することがで

きる。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、この条例の実

施に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

（久慈市議会定例会条例の廃止） 

２ 久慈市議会定例会条例（平成18年久慈市条例第６

号）は、廃止する。 

 提案理由 

 久慈市議会定例会条例を廃止し、久慈市議会の会期

等を定めようとするものである。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

発議案第30号 

久慈市議会会議規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年12月17日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

久慈市議会会議規則の一部を改正する規則 

 久慈市議会会議規則（平成18年久慈市議会規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条を次のように改める。 

（会議の種類） 

第５条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。 
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２ 定例会議は、久慈市議会の会期等に関する条例

（平成26年久慈市条例第 号）第２条各号に規定する

月の定例日に開催する会議とする。 

３ 臨時会議は、前項以外の会議とする。 

 第６条及び第７条を次のように改める。 

 第６条 削除 

 第７条 削除 

 第15条に次のただし書きを加える。 

 ただし、事情の変更があったとき又は審議期間の異

なる定例会議及び臨時会議が開かれたときは、この限

りでない。 

 第62条中「その会期中に限り」を「その発言があっ

た日から起算して７日以内に」に改める。 

 第73条の見出し中「閉会中の」を削り、同条中「閉

会中も」を「次の会期においても」に改める。 

 第104条第３項を削る。 

 第105条第２項中「及び第３項」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

 提案理由 

 久慈市議会の会期等に関する条例を制定することに

伴い、所要の整備をしようとするものである。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

発議案第31号 

久慈市議会定例会規則を廃止する規則 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条第１項の規定により提出します。 

  平成26年12月17日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

久慈市議会定例会規則を廃止する規則 

 久慈市議会定例会規則（平成18年久慈市議会規則第

２号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

 提案理由 

 久慈市議会の会期等に関する条例を制定することに

伴い、久慈市議会定例会規則を廃止しようとするもの

である。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 〔参 考〕 

発議案第32号 

 専決処分事項の指定についての一部改正について 

上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第14

条第１項の規定により提出します。 

  平成26年12月17日提出 

 久慈市議会議長 八重櫻 友 夫 様 

      提出者 久慈市議会議員 小倉 建一 

      提出者 久慈市議会議員 澤里 富雄 

      提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

      提出者 久慈市議会議員 桑田 鉄男 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

専決処分事項の指定についての一部改正について 

 専決処分の指定について（平成18年３月16日議決）

の一部を次のように改正し、平成27年４月１日から施

行する。 

 本則に次の５項を加える。 

４ 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳

出予算を補正すること。 

５ 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる

維持補修（除雪経費を含む。）及び工事に関する歳入

歳出予算を補正すること。 

６ 法令の改正等に伴い、当該法令の題名、条項又は

用語を引用する条例の規定を整理する必要が生じ、か

つ、市が当該条例を改正するに当たり、独自の判断を

する余地がない場合において、当該条例を改正するこ

と。 

７ 会計年度末における地方税に係る法令の改正に伴

う必要な条例を改正すること。 

８ 市が加入して組織する一部事務組合及び広域連合

（以下「一部事務組合等」という。）における他の加

入地方公共団体の名称の変更又は数の増減に伴う当該

一部事務組合等の規約の変更の協議に関すること。 

 提案理由 

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、市長が専

決処分できる事項を改正しようとするものである。 

──────────────────── 
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 〔参 考〕 

  議員派遣の件 

             平成26年12月17日 

 地方自治法第100条第13項及び久慈市議会会議規則

第128条の規定により、次のとおり議員を派遣する。 

記 

１ 平成26年度岩手県市議会議長会第２回定期総会 

 (1) 派遣目的 地方自治の本旨に沿い、相提携し、

都市の興隆発展・地方自治の充実強

化・市議会の制度及び運営に資する

ため 

 (2) 派遣先 宮古市 

 (3) 派遣期間 平成27年１月15日から16日までの２

日間 

 (4) 派遣議員 下舘祥二副議長 

２ 市町村議会議員特別セミナー 

 (1) 派遣目的 市町村の行財政をめぐる重要課題、

急激に変化する地方自治をとりまく

新の動向、地域振興のための諸方

策等について理解を深め、もって市

政の発展に資するため 

 (2) 派遣先 千葉県千葉市「市町村職員中央研修所

（市町村セミナー）」 

 (3) 派遣期間 平成27年１月15日から16日までの２

日間 

 (4) 派遣議員 上山昭彦議員 

３ 岩手県沿岸都市議会連絡会議研修会 

 (1) 派遣目的 岩手県沿岸都市間での連携強化によ

り地域振興を推進し、もって市政の

発展に資するため 

 (2) 派遣先 大船渡市 

 (3) 派遣期間 平成27年１月27日から28日までの２

日間 

 (4) 派遣議員 下舘祥二副議長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 議案第８号、議案第９号、議案第

10号、議案第11号、議案第16号、議案第20号、

議案第27号、議案第28号   

○議長（八重櫻友夫君）   これより、本日の議事日

程に入ります。 

 日程第１、議案第８号から議案第11号まで、議案第

16号、議案第20号、議案第27号及び議案第28号を議題

といたします。以上、８件に関し、委員長の報告を求

めます。砂川総務委員長。 

    〔総務常任委員長砂川利男君登壇〕 

○総務常任委員長（砂川利男君）  それでは、本定例

会においての総務委員長の報告をさせていただきます。

本定例会において総務委員会に付託されました議案８

件について、去る12月12日に委員会を開催し、審査い

たしましたので、その概要と結果について、ご報告い

たします。 

 なお、委員会では審査に当たり、議案第10号、議案

第27号及び議案28号の３件について、現地調査を実施

したところであります。 

 初めに、議案第８号「情報公開条例及び個人情報保

護条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、「独立行政法人通則法の一部改正」に伴

い、所要の整理をしようとするものであります。 

 今回の法律改正は、独立行政法人が制度導入の趣旨

にのっとり、政策実施機能を 大限発揮できるよう、

法人運営の基本となる共通制度について見直したもの

で、法人の名称が「特定独立行政法人」から「行政執

行法人」に改められたことにより、引用する２つの条

例の名称を改めようとするものであるとの説明がござ

いました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 今回の法律改正による、市の事務の変更内容につい

てただしたのに対し、当該条例では公務員などの職務

の遂行に関する情報の開示について定めているが、改

正後の法人においても、従前と同様に公務員の身分が

付与されていることから、現行と同様に取り扱うもの

であるとの答弁がありました。 

 また、法人の名称変更の経緯についてただしたのに

対し、国の行政事務と密接に関連し、国の相当な関与

のもとに執行するという趣旨を名称にあらわしたもの

ではないかと捉えているとの答弁がございました。 

 そのほか、地方独立行政法人との関係などについて

質疑、答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第８号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第９号「一般職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、県の条例に準じて給与月額、期末手当及

び勤勉手当の支給割合を改訂しようとするものであり
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ます。 

 主な内容でありますが、給料表の改定を本年４月１

日にさかのぼって、一般職の給料月額を平均0.25％引

き上げ、また、一般職の勤勉手当と市長、副市長、教

育長及び市議会議員の期末手当の支給割合を本年12月

支給分から年間0.05月分引き上げるほか、若年・中堅

層の職員について、平成18年度からの給与構造改革期

間中に抑制されてきた昇給を回復しようとするもので、

全体経費は約3,800万円を見込んでいるとの説明がご

ざいました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 近年の給与の動向についてただしたのに対し、平成

21年度から24年度までの期末・勤勉手当は、合計0.6

月分の減額となっており、今年度は0.05カ月分の増額

になるとの答弁がございました。 

 また、若年・中堅層の昇給内容についてただしたの

に対し、平成27年４月１日に、46歳未満である職員に

ついて、１号給から３号給上げる予定であり、これに

伴う所要額は、約2,400万円を見込んでいるとの答弁

がございました。 

 そのほか、ラスパイレス指数への影響などについて

質疑、答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第９号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第10号「地域防災センター条例の一部を

改正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、秋葉館、湊地区防災センター、元木沢地

区防災センター及びふっこう館を設置しようとするも

のであります。 

 主な内容でありますが、災害時における地域の災害

対応活動の拠点とするとともに、平常時には地域住民

の防災に関する技術の普及、健康増進並びに生活文化

の振興を図るため、設置済みである久喜地区防災セン

ターに加えて新たに整備した、これらの４施設を設置

しようとするものであるとの説明がございました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 施設の管理運営についてただしたのに対し、来年の

６月議会に指定管理者に関する議案を提案したいと考

えている。また、それまでの間は、市が管理する地元

の町内会に施設の鍵を預けて適宜使用していただくこ

ととしているとの答弁がありました。 

 施設を使用する場合の手続についてただしたのに対

し、市の担当課が窓口となる。また、地元の町内会が

使用する場合でも、担当課に連絡いただくこととし、

日誌などによる適切な管理を進めてまいりたいとの答

弁がありました。 

 そのほか、駐車場のスペース、近隣にある集会施設

との使い分け、避難訓練への活用などについて質疑、

答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第10号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第11号「久慈市長の在任期間に関する条

例」について申し上げます。 

 本条例は、市長の在任期間を定め、もって清新で活

力に満ちた市政の運営を確保しようとするものであり

ます。 

 主な内容でありますが、市長は連続して３任期を超

えて在任することのないよう、努力義務を課すもので

あり、対象は交付の日に市長の職にあるもの、すなわ

ち、現市長のみとしているとの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、３任期とする考え方についてただしたのに対

し、内容にもよるが、一般的に事業の成果を得るため

には10年程度が必要だと言われている。また、長期に

わたると政策の偏り、マンネリ化による活力の低下、

硬直化などが一般的に言われているところであるとの

答弁がございました。 

 また、近隣では８期目の首長がおり、３任期での弊

害が生じることに疑問があるなど、条例化する必要性

についてただしたのに対し、さまざまな考え方はある

と思うが、この条例は市長の公約であり、市長の判断

のもとに３任期としたものであるとの答弁がございま

した。 

 そのほか、他の自治体の制定状況などについて質疑、

答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第11号は、賛成多数により原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第16号「久慈市庁舎車庫棟改築主体工事

の請負変更契約の締結に関し議決を求めることについ

て」申し上げます。 

 本案は、本年５月26日に議会の議決を経て、工事を

進めていた久慈市庁舎、車庫棟について、車椅子対応

のエレベーターを追加設置するため、工事の請負変更

契約を締結しようとするものであります。 
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 主な内容でありますが、請負金額を原契約から

2,157万840円増額して、３億3,153万840円とし、工事

完成期限についても、原契約から17日間延長して、平

成27年３月27日にしようとするものであるとの説明が

ありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、変更に伴う予算措置についてただしたのに対

し、財源は地域の元気・臨時交付金を活用し、現行予

算の範囲内となっていることから、新たな補正予算は

伴わないとの答弁がありました。 

 エレベーターが追加措置となったことについてただ

したのに対し、当初予算ではエレベーターを含めて工

事をする予定であったが、設計段階において資材や労

賃の高騰などの状況があり、入札不調が懸念されたこ

とから、本年５月26日の当初契約議案においては、エ

レベーターを除いた契約である旨を説明し、議決いた

だいたところである。 

 今回は、予算の執行残の範囲内で当初予定していた

エレベーターを設置しようとするものであるとの答弁

がありました。 

 採決の結果、議案第16号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第20号「町の区域の変更に関し議決を求

めることについて」申し上げます。 

 本案は、小袖漁港区域内の公有水面の埋め立てによ

り、新たに生じた土地を久慈市の町の区域に編入しよ

うとするものであります。 

 主な内容でありますが、埋め立て面積は、54.67平

方メートルで、漁港施設用地として久慈市宇部町第24

地割に編入しようとするものであり、荷役作業の円滑

化と車両の通行等の不便が解消されることから、漁業

活動の一層の活性化が図られるものと考えているとの

説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、事業費についてただしたのに対し、本件は平

成24年度から26年度にかけての事業で、事業費は

1,949万500円であるとの答弁がありました。 

 また、公有水面の埋め立ての手続についてただした

のに対し、公有水面埋立法の規定により、平成25年12

月18日に、議会の議決を経て埋め立て工事を行い、本

年11月11日に、県から竣工の認可を受けたことから地

方自治法の規定により、今議会に議案第19号の「新た

に生じた土地の確認に関する議案」とあわせて、本案

を提案したところであるとの答弁がありました。 

 そのほか、地元からの要望状況などについて質疑、

答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第20号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第27号「負担付きの寄附を受けることに

関し議決を求めることについて」及び議案第28号「財

産の貸し付けに関し議決を求めることについて」申し

上げます。 

 本案２件は、それぞれ関連があることから、一括審

査したところであります。 

 まず、議案第27号は、三陸鉄道株式会社から鉄道事

業用償却資産について、負担つきの寄附の申し込みが

あったことから、これを受けようとするものであり、

また、議案第28号は、議案第27号で負担つき寄附の申

し込みがあった鉄道事業用資産を鉄道事業の用に供す

るため、三陸鉄道株式会社に対し、無償貸し付けしよ

うとするものであります。 

 主な内容でありますが、東日本大震災により被災し

た三陸鉄道の復旧事業に活用した東日本大震災鉄道施

設災害復旧費補助金交付事業の補助要件として、復旧

した鉄道施設を地方公共団体が保有することが定めら

れており、また、平成24年２月に三陸鉄道、沿線市町

村及び岩手県の三者間で鉄道災害復旧事業の完了時に

は、遅滞なく目的物が市町村に譲渡される旨の協定が

なされている。 

 また、三陸鉄道と沿線市町村が策定した三陸鉄道沿

線地域等公共交通活性化総合連携計画において、三陸

鉄道は、東日本大震災の被害から復旧した鉄道施設等

を沿線市町村に無償で譲渡し、沿線市町村は当該施設

を三陸鉄道に無償貸し付けすることとしている。 

 なお、譲渡された資産は、車両及び平成23年度以降

の国庫補助金で整備した資産以外の鉄道用資産全てと

なり、三陸鉄道の固定資産税が軽減され、沿線市町村

で三陸鉄道を支える体制がより整うとともに、三陸鉄

道が運行に専念でき、安全運行の確保と増収策の推進

が図られるものである。 

 また、無償貸し付けしようとする試算の維持管理は、

これまでどおり三陸鉄道が負担することとし、その旨

を貸借契約書で明示することとなるとの説明がありま

した。 
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 以下、審査の概要について申し上げます。 

 今回の事案に伴う三陸鉄道との契約についてただし

たのに対し、寄附を受けることについての契約はなく、

貸し付ける場合に契約書を締結することになるとの答

弁がありました。 

 また、三陸鉄道は厳しい経営が続いており、みずか

らの努力と県や沿線市町村の支援にも限界があること

から、国に対して、採算が合うような仕組みをつくる

ように要望すべきではないかとただしたのに対し、本

年８月22日の岩手県に対する重点事項要望に公共交通

の維持・存続を盛り込んでおり、国に対し、県も一緒

に声を上げて要望していただきたいという思いも含め

たものである。今後も、そのように取り組んでまいり

たいとの答弁がありました。 

 そのほか、固定資産税の状況や、今後、大規模災害

があった場合の支援制度などについて質疑、答弁が交

わされたところであります。 

 採決の結果、議案第27号及び議案第28号は、いずれ

も全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。まず、議案第８号「情

報公開条例及び個人情報保護条例の一部を改正する条

例」、議案第９号「一般職の職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例」、議案第10号「地域防災セ

ンター条例の一部を改正する条例」、議案第16号「久

慈市庁舎車庫棟改築主体工事の請負変更契約の締結に

関し議決を求めることについて」、議案第20号「町の

区域の変更に関し議決を求めることについて」、議案

第27号「負担付きの寄附を受けることに関し議決を求

めることについて」及び議案第28号「財産の貸付けに

関し議決を求めることについて」を採決いたします。 

 以上の議案７件は、委員長の報告のとおり可決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第８号から議案第10号まで、議案第16号、議

案第20号、議案第27号及び議案第28号は原案のとおり

可決されました。 

 次に、議案第11号「久慈市長の在任期間に関する条

例」を採決いたします。 

 本案は委員長の報告のとおり、可決することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立多数であります。よっ

て、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 議案第12号、議案第13号、議案第

14号、議案第15号、議案第21号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第２、議案第12号から

議案第15号まで、及び議案第21号を議題といたします。 

 以上、５件に関し、委員長の報告を求めます。下川

原教育民生常任委員長。 

    〔教育民生常任委員長下川原光昭君登壇〕 

○教育民生常任委員長（下川原光昭君）  本定例会に

おいて、教育民生委員会に付託されました議案５件に

ついて、去る12月12日に委員会を開催し、審査いたし

ましたので、その概要と結果についてご報告申し上げ

ます。 

 初めに、議案第12号「国民健康保険条例の一部を改

正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、健康保険法施行令の改正に伴い、出産育

児一時金の支給額を改正しようとするものである。 

 具体的な改正内容については、出産育児一時金の39

万円を40万4,000円に、追加的に必要となる費用の加

算額３万円を１万6,000円に改正しようとするもので

あり、施行期日は平成27年１月１日とし、経過措置と

して、施行期日前の出産育児一時金の額は従前の例に

よるものとするとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、出産育児一時金の支給要件はとただしたのに

対し、妊娠13週以上の分娩であれば、出産育児一時金

は支給される。ただし、産科医療保障制度での３万円

加算となる分娩については22週以上であるとの答弁が

ありました。 

 次に、出産育児一時金の支給額は地域ごとにばらつ

きがあるのかとただしたのに対し、支給額は健康保険
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法等に定められており、全国同額であるとの答弁があ

りました。 

 そのほか、３万円加算とならなかった件数について、

早産・死産に対する支給についてなどの質疑、答弁が

交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第12号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第13号「放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例」について申し上

げます。 

 本条例は、子ども・子育て支援法等の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律の施行による児童福祉法

の改正に伴い、平成27年度から開始予定の子ども・子

育て支援新制度に向けて、国の基準、厚生労働省令を

踏まえ、市町村が条例で放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準、いわゆる、放課後児童クラ

ブに関する設備基準を定めることとされたことから、

当市としての基準を制定しようとするものである。 

 本条例では、放課後児童健全育成事業の職員の資格

や人数、事業所の設備や面積などの基本的な基準を定

めているとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、専用区画の面積について、既存事業所につい

ては、当分の間、適用しないとの経過措置を設けてい

るが、いつごろをめどにしているのかとただしたのに

対し、面積基準を下回っている施設は増築などハード

面の整備が伴うため、財政的な要素も絡んでくる。そ

のため、具体的な期間でなく、当分の間と規定した。

いずれ、施設整備についても積極的な対処をしていき

たいとの答弁がありました。 

 次に、市で条例を定めることによるメリットはとた

だしたのに対し、これまでの運営は、国のガイドライ

ンに基づいて行ってきたが、この基準は、こうである

ことが望ましいという内容であった。今回、市が条例

で基準を定めることによって、明確な根拠を示すこと

ができるようになるとの答弁がありました。 

 そのほか、学童保育料の状況について、縦割り行政

の弊害についてなどの質疑、答弁が交わされたところ

であります。 

 採決の結果、議案第13号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第14号「包括的支援事業の実施に関する

基準を定める条例」について申し上げます。 

 本条例は、地方分権にかかる第３次一括法の施行に

よる介護保険法の一部改正に伴い、現在は、厚生労働

省令により定められている包括的支援事業を実施する

ために必要な基準を条例により定めようとするもので

ある。 

 本条例では、包括的支援事業の基本方針、地域包括

支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数の

基準などを規定しているとの当局からの説明がありま

した。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、条例の施行により、財源負担に変化はあるの

かとただしたのに対し、今回の条例施行により大きく

財源負担が変化することはないとの答弁がありました。 

 次に、合併により市の面積がふえているが、ふえた

面積に対する配慮が参酌されているかとただしたのに

対し、現在の体制においては、地域包括支援センター

は元気の泉内に一つ、山形地区では山形福祉会内にブ

ランチという形態で包括支援センターの機能を発揮し

ていただいているとの答弁がありました。 

 そのほか、この議案と保健師の再配置との関係性に

ついて、人員配置基準の考え方についてなどの質疑、

答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第14号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第15号「奨学金貸付基金条例の一部を改

正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、就学環境の充実を図り、就学意欲の向上

に資するため、大学在学者及び専修学校等在学者に対

する奨学金貸付月額の上限を現行の３万円から５万円

にし、あわせて償還に係る期間を延長しようとするも

のである。 

 なお、これまで規則で定めていた貸付月額は、奨学

金の要の規定であることから、条例で定めることが適

当であると考え、今回、条例に引き上げて定めようと

するものであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、現制度での利用状況はとただしたのに対し、

定数は高校生、大学生とも10名としており、今年度の

利用状況は高校生３名、大学生等５名となっている。

また、現在の貸付者数は32名であるとの答弁がありま

した。 
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 次に、基金の管理監督体制はどのようになっている

かとただしたのに対し、基金の管理は市会計課が行っ

ており、支給については担当者を複数名配置し事務を

行っているとの答弁がありました。 

 そのほか、家庭の経済状況に対する配慮について、

制度の周知方法についてなどの質疑、答弁が交わされ

たところであります。 

 採決の結果、議案第15号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第21号「久慈市と岩手県との間の平成23

年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要とな

った廃棄物の処理に関する事務の委託を廃止する協議

に関し議決を求めることについて」申し上げます。 

 本案は、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に

より発生した災害廃棄物の処理が完了したことから、

委託していた事務を廃止することによって岩手県と協

議するため、地方自治法の規定に基づき、所要の手続

を経ようとするものである。 

 東日本大震災で発生した大量の災害廃棄物の処理に

関して、処理が困難と予想される事務を地方自治法の

規定に基づいて岩手県に委託して実施してきたが、そ

の処理が終了したことから、委託事務を平成27年３月

31日限りで廃止しようとするものであるとの当局から

の説明がありました。 

 審査に当たっては、久慈市の災害廃棄物の総量、事

業費について、廃棄物の処理先についてなどの質疑、

答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第21号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第12号「国民健康

保険条例の一部を改正する条例」、議案第13号「放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例」、議案第14号「包括的支援事業の実施に関

する基準を定める条例」、議案第15号「奨学金貸付基

金条例の一部を改正する条例」及び議案第21号「久慈

市と岩手県との間の平成23年東北地方太平洋沖地震及

び津波により特に必要となった廃棄物の処理に関する

事務の委託を廃止する協議に関し議決を求めることに

ついて」以上議案５件は、委員長の報告のとおり可決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第12号から議案第15号まで及び議案第21号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第17号、議案第18号、議案第

19号、議案第22号、議案第23号、議案第24号、

議案第25号、議案第26号、請願受理第15号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第３、議案第17号から

議案第19号まで、議案第22号から議案第26号まで及び

請願受理第15号を議題といたします。 

 以上、９件に関し、委員長の報告を求めます。木ノ

下産業建設常任委員長。 

    〔産業建設常任委員長木ノ下祐治君登壇〕 

○産業建設常任委員長（木ノ下祐治君）  本定例会に

おいて、産業建設委員会に付託されました議案８件及

び請願１件について、去る12月12日に委員会を開催し、

審査いたしましたので、その概要と結果について、ご

報告いたします。 

 なお、委員会では審査に当たり、議案第18号、議案

第19号、議案第22号、議案第23号、議案第24号、議案

第25号及び議案第26号の７件について現地調査を実施

したところであります。 

 初めに、議案第17号「久慈湊漁港海岸災害復旧（23

災第633号防潮堤）その１工事の請負変更契約の締結

に関し議決を求めることについて」申し上げます。 

 本案は、平成25年７月29日に議会の議決を経て、山

口建設株式会社と契約締結した久慈湊漁港海岸災害復

旧その１工事について、原契約の請負金額４億1,265

万円に2,874万960円を増額し、４億4,139万960円で請

負変更契約を締結しようとするものであります。 

 具体的な内容でありますが、原契約に含まれていな

かった防潮堤上部の天端被覆工を増工しようとするも

のであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、工事区域における地盤沈下量についてただし
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たのに対し、許容沈下量の基準20センチメートル未満

に対し、6.2センチメートルであるとの答弁がありま

した。 

 次に、その１工事からその３工事までの完成見込み

についてただしたのに対し、その２工事については来

年１月末の完成を見込んでいるが、その１工事及びそ

の３工事については工期延長となる見込みであるとの

答弁がありました。 

 そのほか、その１工事からその３工事までの分離・

分割発注工事とした理由などについて、質疑、答弁が

交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第17号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第18号「小袖漁港海岸災害復旧（23災第

665号防潮堤）工事の請負変更契約の締結に関し議決

を求めることについて」申し上げます。 

 本案は、平成26年３月４日に議会の議決を経て、宮

城建設株式会社と契約締結した小袖漁港海岸災害復旧

工事について、原契約の請負金額３億240万円に、４

億5,005万3,280円を増額し、３億4,745万3,280円で請

負変更契約を締結しようとするものであります。 

 具体的な内容でありますが、道路管理者である岩手

県と協議が整ったことから防潮堤の高さに合わせ、県

道野田長内線の嵩上げ工事を増工しようとするもので

あるとの当局からの説明がありました。 

 審査では、詳細な現地調査を行った結果、特に問題

がなかったとの意見が出されたところであります。 

 採決の結果、議案第18号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第19号「新たに生じた土地の確認に関し

議決を求めることについて」申し上げます。 

 本案は、小袖漁港区域内の公有水面の埋め立て工事

が竣工したことに伴い、埋め立て地54.67平方メート

ルを新たに生じた土地として確認しようとするもので

あります。 

 具体的な内容でありますが、本案の公有水面埋め立

て工事は、小袖漁港の物揚げ場を改良するため、平成

26年２月17日に公有水面埋め立て法に基づく県知事か

らの埋め立て免許を受け、実施してきたものであり、

その後、平成26年11月11日に公有水面埋め立て法に基

づく県知事からの竣工認可を受けたものである。 

 なお、本工事により、漁港施設用地の不足や荷役作

業、車両の通行等の不便が解消され、漁業活動の一層

の活性化が図られるものと考えているとの当局からの

説明がありました。 

 審査では、詳細な現地調査を行った結果、特に問題

がなかったとの意見が出されたところであります。 

 採決の結果、議案第19号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第22号「市道路線の認定に関し議決を求

めることについて」申し上げます。 

 本案の田中鳥谷川線は、起点及び終点を市道に接続

する道路であり、住民の利用度が高く、公共性が高い

と認められることから、市道に認定しようとするもの

であります。 

 具体的な内容でありますが、田中鳥谷川線は、起終

点を夏井町閉伊口第６地割内とし、延長を180メート

ル、幅員は寄附予定地を含め４メートル以上とする、

市道閉伊ノ口線と市道鳥谷川線を接続する路線である。 

 また、本路線については、地縁団体である田中地区

会から市道路線認定要望書が提出されているところで

あり、現状の路面は、3.2メートルから４メートルの

夏井土地改良区が所有する農道であるが、夏井土地改

良区、隣接地権者から所有権移転に必要な申請書類等

が要望書とあわせて提出されていることから、市道と

して認定した後、寄附手続を進め、幅員４メートル以

上を確保しようとするものであるとの当局からの説明

がありました。 

 審査では、詳細な現地調査を行った結果、特に問題

がなかったとの意見が出されたところであります。 

 採決の結果、議案第22号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第23号、議案第24号及び議案第25号の

「市道路線の認定に関し議決を求めることについて」

申し上げます。 

 以上の３件は、関連があることから一括して審査し

たところであり、議案第23号、議案第24号及び議案第

25号の各路線は、ともに小袖地区漁業集落環境整備事

業により整備した集落道を市道に認定しようとするも

のであります。 

 具体的な内容でありますが、議案第23号の小袖２号

線は、起終点を宇部町第23地割内とし、延長を100

メートル、幅員を５メートルとする市道三崎線から小

袖地区漁村センター及び小袖保育園に通じる路線であ
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る。 

 議案第24号の小袖３号線は、起終点を宇部町第24地

割内とし、延長を286.3メートル、舗装幅員を４メー

トルとする市道上村三崎線に接続する路線である。 

 議案第25号の小袖４号線は、起終点を宇部町第24地

割内とし、延長を69.6メートル、舗装幅員を４メート

ルとする、小袖３号線の支線となる路線である。 

 なお、小袖３号線の縦断勾配は 大17.4％、小袖４

号線の縦断勾配は 大18.0％であるが、道路認定基準

要綱では、「道路勾配は、原則として12％以下である

こと。ただし、市長が公益上必要と認める場合は、こ

の限りでない」と定めており、漁業集落環境整備事業

により整備した集落道であることから、公益上必要と

認められるものと考えているとの当局からの説明があ

りました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、急勾配を原因とする事故が発生した場合の道

路管理者の過失責任についてただしたのに対し、漁業

集落環境整備事業による整備を背景として、地形上か

らも現況での道路整備はやむを得ない点があったと考

えている。なお、路面凍結による危険性を防ぐため、

路面に溝を刻むグルービング工法を採用したところで

あるとの答弁がありました。 

 次に、回転場の用地確保の経緯等についてただした

のに対し、漁業集落環境整備事業計画全体の中で、集

落道整備とあわせて用地確保がなされてきたものであ

るとの答弁がありました。 

 そのほか、行きどまりとなる小袖４号線終点部分の

安全対策などについて質疑、答弁が交わされたところ

であります。 

 採決の結果、議案第23号、議案第24号及び議案第25

号は、それぞれ全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第26号「市道路線の認定に関し議決を求

めることについて」申し上げます。 

 本案の横沼６号線は、横沼地区漁業集落環境整備事

業により整備した集落道を市道に認定しようとするも

のであります。 

 具体的な内容でありますが、横沼６号線は、起点を

侍浜町横沼第９地割289番１地先、終点を侍浜町横沼

第６地割13番２地先とし、延長を240メートル、幅員

を５メートルとする県道侍浜夏井線に接続する路線で

あるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、認定時期が現在までに至った経緯についてた

だしたのに対し、以前は行きどまり路線については、

認定対象外としていたが、その後、回転場を設けるこ

とで認定対象とできるよう内規を改めたこと等による

ものであるとの答弁がありました。 

 次に、市が各種事業等により整備・管理している路

線のうち、市道認定されていない路線があるかただし

たのに対し、基本的には管理上、整備路線は市道管理

としたい考えであることから、現在のところはないも

のと捉えているとの答弁がありました。 

 そのほか、各種事業等による路線整備後の市道路線

認定までの手続・ルールなどについて、質疑、答弁が

交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第26号は、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、請願受理第15号「米価安定対策等に関する請

願」について申し上げます。 

 本請願は、26年産米の価格下落と米の直接支払交付

金の減額によって、農地集積を進めてきた大規模担い

手ほどその影響が大きく、本県農業・稲作農家の経営

に甚大な影響を及ぼすだけでなく、新たな農業・農村

政策の取り組みにも影響を及ぼすものと考えられるこ

とから、緊急対策を実施するとともに、万全なセーフ

ティーネット対策を構築し、将来にわたって安定的な

稲作経営を展望できるよう、国会及び政府関係機関に

対し、米価安定対策等に関する意見書の提出を求める

ものであります。 

 なお、審査に当たっては、請願者からの意見陳述を

受けた上で、質疑を行ったところであります。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、収入減少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策

の支援対象に認定農業者以外は含まれるか尋ねたとこ

ろ、認定農業者以外については、平成26年産米に限っ

て、ナラシ以降のための円滑化対策により支援されて

いるものであり、来年以降も制度継続を望んでいると

の説明がありました。 

 採決の結果、請願受理第15号は、全員異議なく採択

すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

 ただいまの報告について申し上げます。議案第18号
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の工事請負変更契約において、増額する金額は4,505

万3,280円であります。ここで改めて申し上げます。

大変失礼いたしました。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまの委員長報告に対

し、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。まず、議案第17号「久

慈湊漁港海岸災害復旧（23災第633号防潮堤）その１

工事の請負変更契約の締結に関し議決を求めることに

ついて」、議案第18号「小袖漁港海岸災害復旧（23災

第655号防潮堤）工事の請負変更契約の締結に関し議

決を求めることについて」、議案第19号「新たに生じ

た土地の確認に関し議決を求めることについて」、議

案第22号「市道路線の認定に関し議決を求めることに

ついて」、議案第23号「市道路線の認定に関し議決を

求めることについて」、議案第24号「市道路線の認定

に関し議決を求めることについて」、議案第25号「市

道路線の認定に関し議決を求めることについて」及び

議案第26号「市道路線の認定に関し議決を求めること

について」を採決いたします。 

 以上の議案８件は、委員長報告のとおり可決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第17号から議案第19号まで、及び議案第22号

から議案第26号までは、原案のとおり可決されました。 

 次に、請願受理第15号「米価安定対策等に関する請

願」について採決いたします。 

 本請願については、委員長の報告のとおり採択する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、請願受理第15号は採択と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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（第５号）」を議題

といたします。 

 議案の審議方法についてお諮りいたします。第１条

歳入歳出予算の補正については、歳入歳出ともそれぞ

れ款ごとに、他の各条については条ごとに説明を受け

審議を行うことにいたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入、９款地方交付税、

説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、事項別明細書

によりご説明申し上げます。 

 12ページをお開き願います。歳入、９款１項１目地

方交付税でありますが、東日本大震災復旧復興事業の

財源として、震災復興特別交付税４億1,340万円の増

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）  この震災復興特別交付税です

が、今度の補正で合計幾らなんでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  合計については、ちょっ

と集計はしておりませんでしたけれども、今回の４億

1,340万円につきましては被災地情報化推進事業、そ

れから復興関連道路の新設改良事業に充当しようとす

るものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 13款国庫支出金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  13款国庫支出金１項国庫

負担金でありますが、１目民生費負担金は、生活保護

費4,844万4,000円の増額を計上いたしました。 

 ２項国庫補助金でありますが、１目総務費補助金は

がんばる地域交付金638万3,000円の増額、２目民生費

補助金は臨時福祉給付金給付事業103万円の増、放課

後児童クラブ開所時間延長等にかかる費用に対して保

育緊急確保事業145万8,000円の増、ほか１件の増、合

わせて596万8,000円の増額。３目衛生費補助金は、久

慈医療圏の地域医療情報連携基盤構築事業の補助金と

して被災地域情報化推進事業１億9,500万円の増額。

６目土木費補助金は社会資本整備総合交付金地域住宅
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分343万8,000円の増額。この項は合わせて２億1,078

万9,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 14款県支出金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  14款県支出金２項県補助

金でありますが、１目総務費補助金は観光施設整備に

対して地域経営推進費449万4,000円の増額。２目民生

費補助金は福祉灯油等購入費助成事業の補助金として、

被災地福祉灯油等特別助成事業875万円の増、ほか２

件の増、合わせて1,110万8,000円の増額。５目農林水

産業費補助金は農地制度実施円滑化事業198万9,000円

の増、ほか１件の増、合わせて238万9,000円の増額。

この項は合わせて1,799万1,000円の増額を計上いたし

ました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 17款繰入金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  17款繰入金１項基金繰入

金でありますが、３目東日本大震災復興交付金基金繰

入金は8,560万円の増額。４目東日本大震災復興基金

繰入金は300万円の増額。この項は合わせて8,860万円

の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 18款繰越金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  18款１項１目繰越金であ

りますが、前年度繰越金に5,474万円の増額を計上い

たしました。なお、平成25年度決算剰余金は、13億

5,081万4,000円であります。したがいまして、明許繰

越、事故繰越にかかる繰り越しすべき財源４億7,996

万8,000円を除く繰越金未計上額は１億7,673万5,000

円となります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 19款諸収入、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  19款諸収入４項４目雑入

でありますが、福祉医療給付費返還金33万5,000円の

増。14ページになります。源泉所得税返還金1,681万

9,000円の増、ほか１件の増、合わせて1,723万6,000

円の増額を計上いたしました。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 20款市債、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  20款１項市債であります

が、４目土木債は公営住宅建設事業債340万円の増額

を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書及び１款議会費、説明を

求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、 初に給与費

等について補正予算給与費明細書によりご説明申し上

げます。32ページをお開き願います。 

 １特別職でありますが、表の一番下の比較欄でご説

明申し上げます。長等は、給料48万6,000円の減、期

末手当155万7,000円の減、共済費32万円の減、合わせ

て236万3,000円の減額となりますが、これは期末手当

等支給率の変更や実績見込みによるものであります。 

 次に、議員は期末手当42万5,000円の増額となりま

すが、これは期末手当等支給率の変更によるものであ

ります。 

 その他の特別職は報酬16万2,000円の増額となりま

すが、これは公民館運営審議会委員報酬等の増による

ものであります。特別職全体では177万6,000円の減額

となります。 

 次に、33ページの２一般職、（１）総括であります

が、表の一番下の比較欄でご説明申し上げます。 

 給料5,415万6,000円の減、職員手当5,500万4,000円

の増、共済費2,217万1,000円の減、合わせて2,132万

3,000円の減額となりますが、これは県の例に準じた

給与改定や実績見込み等によるものであります。 

 次に、（２）給料及び職員手当の増減額の明細であ
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りますが、給料は給与改定に伴い、430万5,000円の増、

実績見込みにより5,846万1,000円の減、合わせて

5,415万6,000円の減額となります。職員手当は制度改

正に伴い587万6,000円の増、実績見込みにより4,912

万8,000円の増、合わせて5,500万4,000円の増額とな

ります。 

 以上で、給与費明細書の説明を終わります。 

 それでは、前に戻っていただきまして、16ページを

お開き願います。 

 歳出１款１項１目議会費でありますが、議員報酬42

万5,000円の増、ほか１件の増１件の組み替え、この

項は213万3,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ２款総務費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ２款総務費１項総務管理

費でありますが、１目一般管理費は特別職給与費236

万3,000円の減、ほか２件の増、合わせて1,575万

1,000円の増額。５目財産管理費は組み替えのため補

正額の増減はありません。６目企画費は企画関係事務

経費412万円の増、地域づくり研修会などの開催経費

として地域振興事務経費26万6,000円の増、ほか３件

の増、合わせて582万8,000円の増額。この項は合わせ

て2,157万9,000円の増額を計上。 

 ２項徴税費でありますが、１目税務総務費は職員給

与費409万6,000円の減額、２目賦課徴収費は市税還付

金600万円の増額、この項は合わせて190万4,000円の

増額を計上いたしました。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費でありますが、職員給

与費53万3,000円の減額を計上。 

 18ページをお開き願います。４項選挙費であります

が、１目選挙管理委員会費は、職員給与費14万1,000

円の減額を計上。 

 ５項統計調査費でありますが、１目統計調査総務費

は、職員給与費72万7,000円の増額を計上。 

 ６項１目監査委員費でありますが、職員給与費122

万3,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。16番小野

寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  選挙に係って２点お聞かせ

ください。 

 第１点は、この間選挙があったわけですが、いわゆ

る期日前投票、３日から行われたわけですよね。とこ

ろが、 高裁判事の国民審査、これは７日からでなけ

ればできなかったわけです。要するに、３日から６日

までに期日前投票をした人には、その機会が与えられ

なかったというのは、有権者として極めて権利行使で

きなかったという点で極めて問題だと思うんです。そ

の点がなぜそうなのか、今後どうしようとするか、お

聞かせください。 

 ２点目は、この 高裁判事のバツ、不信任、信任し

ないという場合はバツです。それ以外で白票は信任に

なるという、白票が信任とか賛成っていうのはそのほ

かの制度でありますか。恐らく無効票となると思うん

です。これはやっぱり有権者、国民に対してきちんと

意思表示を求めるお上の発想の たるもので極めて問

題だと思うんです。そういう点で、この２点について、

現状とそれから県なり国なりに改善方を申し入れるべ

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）  久慈選挙管理委員会事務局

長。 

○選管事務局長（久慈清悦君）  細かい資料は手元に

持って来ておりませんが、まず国民審査の期日の違い

でございますが、これについては多分、公職選挙法の

ほうで期間が違っていると捉えていますが、これにつ

いては１回投票していただいて、またあとで投票して

いただくという形になっておって、やっぱりそれにつ

いて総務省のほうに期日が違うことについてはかなり

苦情が寄せられたというのが新聞報道等でありました。

それについては、総務省等でも今後、検討していくの

ではないかと考えております。 

 それから、 高裁の裁判官の審査の方法でございま

すけれども、白票という意味ではなくて、罷免を可と

するものについてバツ印をつけていただくというよう

なシステムでございます。そのシステムにつきまして

はいろいろ議論等あるところですが、それらを見なが

らというか、機会があればその辺等もそういう意見も

あったというのを申し上げていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  １番梶谷武由君。 
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○１番（梶谷武由君）  総務管理費の企画費のところ

ですが、人口減少に立ち向かう自治体連合会負担金で

すが、人口減少というのは、ほぼ全ての市町村という

ふうに思うわけですけど、この範囲といいますか、加

入団体といいますか、例えば岩手県内であれば自治体

がどのようになっているのか、そのあたりについてお

伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  人口減少に立ち向か

う自治体連合、これは10月20日に全国的な自治体が集

まって172の自治体で立ち上がった組織でございまし

て、県内ですと４つの市になります。宮古市、遠野市、

二戸市、そして久慈市になります。 

 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）  この５目の財産管理費ですが、

車庫の関係で14万9,000円の工事費請負費補正増とな

ってます。実はその議案第16号で委員会に請負契約の

変更契約の議案が出て審議になったんですけど、この

ときの答弁では、これまでやってきた予算内で済みま

すという答弁でしたよね、たしか。そういう答弁した

中で何でこの補正でさらに14万9,000円という補正増

が出るのか、ちょっと理解に苦しむんですが、お聞か

せをいただきたいと思います。 

 それから、企画費のエコ工場化促進補助金の100万

円は具体的にどういうことなのか、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  高機能車庫等の整備事業

ですが、総額の予算は変わらないんですが、科目でも

って今回、委託料から工事費に14万9,000円の組み替

えをお願いしたところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  奈良産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（奈良透君）  エコ工場化促進事

業の補助金についてですけども、これは省エネルギー

機器の普及を図るための補助でありまして、主に太陽

光、それからＬＥＤの照明器具等に対する補助となっ

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）  今の総務部長の答弁ですが、

確かに総額は変わってませんけど、その変更内容の中

で、例えば今回はエレベーター分の中身だったんです

が、これ委員会でも指摘したんですけど、確か当初の

計画のときはエレベーター追加変更予定ということで

小さく書いて、これに対して説明もなかったんです。

今回のその提案理由は主体工事の変更契約を締結する

ものだということで、この経過がわからないような形

の提案でしたので、こういった確かに総額は変わって

ないけど組み替えでこうなりましたっていう答弁です

けども、確かに委託料から工事請負費に変わってるわ

けです。中身的には工事請負費の中身がふえたという

ことになるんですよね、予算的には。枠内では変化は

ないけれども、しかし委託料から、まあ委託料なら設

計とさまざまあるわけでしょうけども、工事請負費そ

のものは中身としてはふえてるというふうに理解して

いいんですね。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  委員会のほうでも申し上

げたわけですけども、総額の予算枠は変わらないとい

うことでエレベーターが結局入札に付して不落になる

可能性があったので、エレベーター部分を除いて発注

して、その執行残とあとこの委託料の執行残、それを

工事費に組み替えて、そのエレベーター工事の事業実

施しようとするものでございます。 

 総務委員会でもお話があったわけですが、議員さん

方に説明が少し足りないといいますか、下手だったと

いいますか、そういう状況でございますので、今後に

おいてはきっちりとご説明をするように心がけてまい

りたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ３款民生費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ３款民生費１項社会福祉

費でありますが、１目社会福祉総務費は職員給与費

430万3,000円の減、高齢者等の低所得者世帯を対象と

した福祉灯油等購入費助成事業費1,795万4,000円の増、

ほか２件の増、合わせて1,484万9,000円の増額。２目

老人福祉費は地域介護福祉空間整備等施設整備事業費

補助金348万円の増、ほか１件の増、合わせて438万円

の増額。３目国民年金費は職員給与費２万7,000円の

増額。この項は合わせて1,925万6,000円の増額を計上。 

 20ページをお開き願います。２項児童福祉費であり

ますが、１目児童福祉総務費は児童福祉審議会委員報
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酬６万7,000円の増、開所時間延長等にかかる費用の

補助として放課後児童クラブ開所時間延長支援事業費

補助金437万7,000円の増、ほか２件の増、合わせて

653万4,000円の増額。３目児童福祉施設費は職員給与

費1,547万7,000円の減額。この項は合わせて894万

3,000円の減額を計上。 

 ３項生活保護費でありますが、１目生活保護総務費

は、職員給与費259万7,000円の減額。２目扶助費は生

活保護法による扶助費6,459万2,000円の増額。この項

は合わせて6,199万5,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。12番中平

浩志君。 

○12番（中平浩志君）  20ページというか、21ページ

のこの生活扶助費なんですけども、先ほど歳入のほう

でも質問しようかなと一瞬考えましたけども、この具

体的な内容っていうのかな、何でこういうような形で

ふえてきてるのかっていうのをまず端的にお知らせく

ださい。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  生活扶助費の件でご

ざいます。 

 今年度の当初予算では前年度の実績より減らして予

算計上したんですが、実績が前年度並みということに

なったものですから今回の補正で予算措置をさせてい

ただいたものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  20ページ、21ページのところ

の児童福祉総務費、放課後児童クラブ開所時間延長支

援事業費補助金でございますが、全部の施設なのか、

それとも何施設で対象の児童数どの程度になるのか、

お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  放課後児童クラブの

件でございますが、市内に八つの児童クラブがござい

ますが、対象としている施設は全て八つの施設でござ

いまして、個々のクラブが延長保育をする場合にその

職員の給料といいますか、それについて補助をしよう

とするものでございまして、これは国庫補助でござい

まして、国３分の１、県３分の１、市が３分の１で負

担するものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  老人福祉費の施設整備補助金

の内容ですが、具体的にどちらの施設に対する補助計

上なのかお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  ６月で補正でお願い

しました小規模特養、それとグループホーム、この２

件について国の追加の補助決定がございまして、その

分を措置したものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ４款衛生費１項保健衛生

費でありますが、１目保健衛生総務費は職員給与費

1,152万9,000円の減。久慈医療圏の地域医療情報連携

基盤構築の補助金として被災地域情報化推進事業費補

助金５億8,700万円の増。合わせて５億7,547万1,000

円の増額を計上。 

 ２項清掃費でありますが、１目清掃総務費は職員給

与費637万6,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。13番小栁

正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは、21ページの被災地

域情報化推進事業補助金の関係ですけども、先の一般

質問でも出ましたＮＰＯ北三陸塾の関係なんですけど、

そこでもハードの予算が３億8,800万、そしてソフト

が１億9,900万っていうことを事業説明会のときにち

ょっとお聞きしたんですけど、あれでしょうか、もう

この情報機器の会社っていうんですか、このシステム

を構築するための会社っていうのはもう決まってらっ

しゃるのか。それとも何件かあって、その中から今後

選択されて決められるようになるのか、それが１点と、

それから年間の運営費が確か1,200万ぐらいかかるん

じゃないかというような話があったんですけども、こ

の北三陸塾に参加される73施設と聞きましたけど、一

律に会費的なものでその運営費を徴収されるのか、そ

れともその使用頻度によってその会費というんですか、

そこが差がつくのかそこら辺のルール、決まってたら、

もしわかってましたらお教え願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（和野一彦君）  業者の件でございま

すが、今後、決定されるというふうに聞いております。 

 それから、ランニングコストでございます。これは

年額1,200万ということでございますが、施設の種別

ごとに金額が違います。中核病院、久慈病院でござい

ますが、これが月額20万円。それから病院が３施設ご

ざいますが、これが月額５万円。診療所と歯科診療所、

これについては月２万円。調剤薬局、それから介護施

設はこれは月額3,000円ということでございまして、

月額の合計が100万円程度、年額で1,200万という格好

になります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ５款労働費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ５款労働費１項１目労働

諸費でありますが、職員給与費66万3,000円の増額を

計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款農林水産業費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  22ページをお開き願いま

す。 

 ６款農林水産業費１項農業費でありますが、１目農

業委員会費は農地制度実施円滑化事業費199万円の増

額。２目農業総務費は職員給与費255万4,000円の増、

ほか１件の増、１件の組み替え、合わせて271万4,000

円の増額。３目農業振興費は中山間地域等直接支払交

付金返還金６万2,000円の増、農業経営の法人化等支

援事業費補助金40万円の増、合わせて46万2,000円の

増額。４目畜産業費は久慈費堆肥センター改修事業費

がんばる地域交付金500万円の増、ほか１件の組み替

え。５目農地費は組み替えのため補正額の増減はあり

ません。この項は合わせて1,016万6,000円の増額を計

上。 

 ２項林業費でありますが、１目林業総務費は職員給

与費132万9,000円の増、ほか１件の増、合わせて172

万1,000円の増額。２目林業振興費は組み替えのため

補正額の増減はありません。この項は合わせて172万

1,000円の増額を計上。 

 ３項水産業費でありますが、１目水産業総務費は職

員給与費243万6,000円の増額。２目水産業振興費は漁

業近代化資金利子補給3,000円の増、ほか１件の増、

合わせて９万9,000円の増額。４目漁港建設費は職員

給与費46万8,000円の増、ほか１件の組み替え。24

ページをお開き願います。この項は合わせて300万

3,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  ５目の農地費ですが、宇部川

地区経営体育成基盤整備事業費の関係で組み替えで旅

費になっていますけど、具体的にどういう研修かと思

いますが、内容をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  農地費に関するご質

問でございますけれども、この組み替えにつきまして

は、換地関係の事務をするための旅費への組み替えで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ７款１項商工費でありま

すが、１目商工総務費は職員給与費877万9,000円の増、

ほか１件の減、合わせて861万9,000円の増額。３目観

光費は紹介宣伝事業費37万8,000円の増、ほか１件の

増、１件の財源更正、合わせて56万9,000円の増額。

この項は合わせて918万8,000円の増額を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ８款土木費説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ８款土木費１項土木管理

費でありますが、１項土木総務費は職員給与費264万

3,000円の増額を計上。 

 ２項道路橋梁費でありますが、１目道路橋梁総務費

は職員給与費832万1,000円の増額。２目道路維持費は

道路維持補修経費390万5,000円の増、ほか１件の増、

合わせて543万5,000円の増額。３目道路新設改良費は

職員給与費73万3,000円の減、津波避難道路の整備等

として復興関連道路新設改良事業費１億1,000万円の
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増、ほか１件の増、１件の減、２件の組み替え、合わ

せて１億826万7,000円の増額。26ページをお開き願い

ます。この項は合わせて１億2,202万3,000円の増額を

計上。 

 ３項河川費でありますが、１目河川改良費は職員給

与費115万7,000円の増、ほか１件の増、１件の組み替

え、合わせて515万7,000円の増額を計上。 

 ５項都市計画費でありますが、１目都市計画総務費

は職員給与費84万9,000円の増。２目街路事業費は職

員給与費446万2,000円の増、ほか１件の組み替え。５

目公園費は組み替えのため補正額の増減はありません。

この項は合わせて531万1,000円の増額を計上。 

 ６項住宅費でありますが、１目住宅管理費は職員給

与費352万2,000円の減、28ページになります。ほか１

件の組み替え。２目住宅建設費は宇部地区住宅の建て

かえとして、市営住宅整備事業費687万7,000円の増額。

この項は合わせて335万5,000円の増額を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。１番梶谷

武由君。 

○１番（梶谷武由君）  公園費のところですが、防災

公園整備事業、組み替えの4,500万ほどですけれども、

この公有財産の購入経費を減額してというふうにある

わけですが、その内容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）  防災公園の公用地費公有財

産購入費から埋蔵文化財の調査、こちらのほうを先行

して進めたいということで、４節共済費から14節の使

用料賃借料までのところで埋蔵文化財の調査、これを

行うということでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  一つは河川費ですが、元気臨

時交付金400万増額で15節の工事請負費が761万1,000

円増額なった予算計上されていますが、これはどこの

河川なのかお聞かせください。 

 それから、今その公有財産購入費の関係で埋文に組

み替えるんだという答弁でしたけども、いわゆる見直

しに係ってその買収面積が減るわけですけど、予定の

ヘクタールからどの程度減る予定なのか、その辺の当

然見直しを図るわけですからそういうことになるかと

思いますが、そのいわゆる防災公園関係の用地買収の

面積、どの程度、減ると思うんですけど、減る内容に

ついて計画面積等考えをお聞かせください。 

 それから、住宅建設のいわゆる宇部地区の市営住宅

ですが、この間の予算説明では平成29年度完成という

ことで説明あったんですけど、これは例えば現在、宇

部小の近くにある老朽化で使えないところがあります

し、２カ所、確かあると私、認識をしてるんですが、

どちらにどの程度の規模を計画しているのかお聞かせ

ください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  まず、河川のほうでござい

ます。761万1,000円、こちらのほうは全体のほうにな

っておりまして、この元気交付金400万円、これは北

の越川のほうの増額でございます。 

 次に、総合防災公園、こちらの面積ですけれども当

初30.2ヘクタールを予定しておりましたが、これは本

当にまだまだ固まっていないところで正確ではないん

ですけれども、大体20ヘクタール程度になるのではな

いかなというふうに今、捉えているところでございま

す。 

 次に、市営住宅、宇部地区でございますが、これは

中学校のところ、それから小学校のほう両方あります

けれども、これを１カ所にまとめて支所付近にという

ことで今考えておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  支所付近っていうのはわかり

ましたが、あの辺は鉄道も通ってるし、あるわけです

けども、どの程度の規模、何世帯というふうに考えて、

それとも一戸建てなのか高層住宅を考えているのか、

その辺の内容をお聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、その河川の関係ですけど、例えば私の地

元の田面川はこの間まで用地買収の関係でとまってた

んですが、それが進んだようでこのごろスタートした

ようなんですけども、いわゆる小河川の整備、非常に

治山治水とそういう面から非常に小さいことですけど

地域の生活を守るといいますか、重要なものですから

その辺の整備が求められていると思うんですが、その

点。田面川については用地買収が順調にいく様子にな

ったのかお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 
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○建設部長（中森誠君）  まず、宇部の市営住宅でご

ざいます。今、予定しておるのは一戸建てを、戸数に

つきましては大体16程度じゃないかと、まだはっきり

と決ってはおりませんけれども、その程度というとこ

ろで今調整しているところでございます。 

 次に、田面川等河川ですけれども、これは大変重要

なことと思っております。田面川につきましても用地

のほうは何とか解決方向に向かっておりますので、今

後とも河川事業につきましては水害等被害を受けない

ように鋭意努力してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  この今、防災公園約30ヘク

タールから20ヘクタールぐらいになりそうだというこ

となわけですが、できるだけもっと減らしてもらいな

がら都市公園の機能を出してもらいたいわけですが、

その地滑り地帯ですから余り山をいじんないような格

好になるかと思いますが、今後、これより減るような

努力をしていってもらえるのかというのが一つ。 

 もう一つは、大体場所が決まってくれば確定前に議

会のほうにも協議したり提示してくれるのかどうかを

お伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  事業の見直しは順次進めて

まいります。縮小の方向になると思います。それにつ

いては今後とも努力してまいります。 

 また、今現在ボーリング調査等終わったところでご

ざいます。概略としては、思ったほど悪くはないとい

うふうな調査結果が出てますけども、これから解析し

ないと実際のところはわかりませんので、これらの調

査を待って対策等検討してまいりたいと思います。 

 それから、議会への説明でございますが、今年度末

に詳細設計等できますので、その図面等できたら、議

会のほうにも一度見てもらうことも今後検討してまい

ります。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  先ほどの市営住宅の件です。

宇部市小付近で一戸建ての16戸を予定しているという

ことですが、相当の面積が必要になるわけですけども、

宇部市小の付近の民有地になるのか。公用地は、あの

辺これくらいの面積取れるとこあるのかなと思います

が、その辺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）  大体、宇部支所の裏手とい

いますか、あの辺に一応予定しております。面積等は

まだはっきりと決まっておりませんので、決まり次第

また来年度予算のときに出てくる、提示したいと思い

ます。 

 民有地でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 ９款消防費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ９款１項消防費でありま

すが、１目消防総務費は職員給与費297万9,000円の増

額。３目消防施設費は防火水槽施設整備事業費50万円

の減、団搬送車購入費費用等として消防ポンプ自動車

整備事業費140万円の増、合わせて90万円の増額。５

目災害対策費は、災害対策事業費195万円の減、ほか

１件の増、合わせて90万円の減額。この項は合わせて

297万9,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。17番城内

仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  この18節の備品購入費の具体

的な内容をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  これはこの消防ポンプ自

動車整備事業費の中に含まれるものでございまして、

石備の立地交付金の枠を活用いたしまして消防車両の

搭載機器の整備をしたいというものでございます。 

 具体的にはちょっと持ち合わせておりませんので。 

 資料をとりよせてご答弁したいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 10款教育費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  10款教育費１項教育総務

費でありますが、２目事務局費は職員給与費836万

3,000円の減額。５目教育研究指導費は小学校教師用

指導書購入などとして、教師用教科書指導書購入経費

1,536万円の増額。この項は合わせて699万7,000円の

増額を計上。 

 ２項小学校費でありますが、１目学校管理費は職員

給与費39万3,000円の減額、２目教育振興費は組み替

えのため補正額の増減はありません。この項は合わせ

て39万3,000円の減額を計上。 

 ３項中学校費でありますが、１目学校管理費は職員
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給与費22万1,000円の減、ほか１件の増、合わせて487

万円の増額。30ページをお開き願います。２目教育振

興費は組み替えのため補正額の増減はありません。こ

の項は合わせて487万円の増額を計上。 

 ４項社会教育費でありますが、１目社会教育総務費

は職員給与費108万1,000円の増、ほか２件の組み替え。

２目公民館費は公民館運営審議会委員報酬９万5,000

円の増、ほか１件の組み替え。３目図書館費は図書館

運営管理費67万7,000円の増額。４目文化会館費は文

化会館運営管理費489万8,000円の増額。５目三船十段

記念館費は職員給与費15万9,000円の増、ほか１件の

増、合わせて58万8,000円の増額。この項は合わせて

733万9,000円の増額を計上。 

 ５項保健体育費でありますが、１目保健体育総務費

は職員給与費69万7,000円の減、ほか１件の増、合わ

せて46万4,000円の減額。３目学校給食費は職員給与

費113万5,000円の減、ほか１件の増、合わせて419万

3,000円の増額。この項は合わせて372万9,000円の増

額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。16番小野

寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  １項教師用教科書指導書購

入経費、この内容を教えてください、１点目。 

 ２点目は２項の小学校にかかわって、子供たちの朝

の登校時における対応の問題です。いわゆる学校によ

って、校舎をあける時間が７時30分とか７時40分とか、

それぞれ学校によって違うようであります。ところが、

子供たちはその前に学校に行くんだけども、あるいは

保護者の仕事の都合等もあろうかと思うんですが、そ

の際に学校が校舎があかないで玄関で待ってなくちゃ

ならないという事情が幾つかあるように聞きます。そ

ういう点では今、県内にインフルエンザの発生も懸念

されるという状況の中で、この先生方もなかなか早く

出てこなくちゃならないとか、それぞれいろいろ事情

あろうかと思うんですが、今の時期に子供たちを10分

とか20分、校舎の外で待たせるというのはいかにも忍

びがたい。やっぱり何らかの対応、工夫があって然る

べきではないかというふうに思うんですが、この点に

ついてお考えをお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  まず、教師用教科書指導

書でございますけども、来年度より小学校の教科書が

改訂になることとなっております。それに係りまして

教師用の教科書及び指導書の準備が３月末までに終わ

らなければならないということでお願いいたしたもの

でございます。 

 もう１点でございます、朝、子供さんたちが学校の

玄関で待ってるということでございます。まず、学校

の玄関あける時間というのは決まってるわけではあり

ませんけれども、各学校を調査しますと７時20分から

７時40分あたりにはあけてるようでございます。ただ、

子供さんたちにも遊びたいのがあったりとか、友達と

会いたいというので早くいらっしゃってる子供さんも

いらっしゃるようで、うちのほうでも朝来ている子供

さんたちから、どういう状況で早く来てるんだとその

親御さんの仕事の都合とか、送られる時間の都合とか、

そういうようなのかということで伺ったところでござ

いますけれども、二、三割の方がそういうふうなそう

ですが、大概の子供さんたちがやっぱり一緒に遊ぶ時

間を長くということでございました。我々のほうでも、

こういう寒い時期ですので、できればぎりぎりまで家

にいて暖かくして来てもらいたい、学校の開校を待っ

てて冷えるようなことは余りさせたくないということ

で、親御さんたちにも余り早く来ないようにしてもら

いたいというのと、あと先生方にもなるべく早く来て

あけてもらいたいという、そういうふうな要請してい

るところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  今の関連ですが、教科書の関

係ですけど、先生の指導書ですが、できれば議会事務

局に１冊資料として届けてくれればありがたいなと思

いますが、議会事務局にも１冊届けていただければと

いうふうに一つ思います。 

 それから、もう一つ、この今の学校の開校の問題で

すが、例えば私が聞いた範囲では、学童保育も夏休み、

冬休みになりますと７時半から開いているようなんで

す。そういった意味ではやっぱり子供たちが親御さん

の通勤等の係わりで、もうその時間帯に来るという実

体としてあるようでございますので、そういった点で

どうしても７時半というのは子供への対応としては必

要なのでと思いますので、その点やっぱり再度ご検討

いただいてその辺のあたりはあけるような状況つくっ

ていただければというふうに思います。 
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 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  今、小野寺議員、そしてま

た城内議員からもお話でありました学校の朝の時間帯

の解放の関係ですが、いずれもこの小中学校の全体の

課題となりますが、備考欄のほうにある説明の中には

入っておりませんけれども、いずれこれは日、一日と

寒くなってきているので子供たちのことを考えて質問

をされていると思いますので答弁のほうをよろしくお

願いいたします。加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  まず、教師用の図書の関係

ですが、指導書の関係ですが、私も教員やったらわか

るんですが、指導書ってかなり高いんです。何千円、

場合によっては万単位のものもあったりします。それ

で１回購入すると教科書が変わらない限りは教員が変

わっても交代で使うようにしてるんです、何年も。そ

ういうものですから、ここに１冊置くには高価すぎる

ということでございますので、ご了承をお願いしたい

というふうに思います。 

 それから、子供たちの朝のことでございますが、確

かに玄関前で子供たち待ってるのは非常にかわいそう

な面がございます。先生たちも早く来たときには早く

あけてくれたり、状況を見ながらあけてくれてはいる

ようです。ただ、勤務時間が８時何分ですけども、

サービスで来てくれてあけてくれてるわけですので、

こちらから余り早く何時に来いとかいうことはなかな

か厳しい面がございます。そういうことで、これは学

校の校長先生方とも相談しながら状況を見ながら早く

来なければならない子供たちがどうしてもいるのであ

れば、その辺の対応については相談していく必要があ

ろうかと思います。 

 学校としても、学校があくのは何時だよと、何時に

閉まるよと、やっぱり登校、下校については親のほう

にもしっかり知らせておりますので、その辺は親と学

校と連携取りながら子供たちにとって一番いい形、い

わゆる先ほど次長もお話しましたけども、多少家を遅

く出ることができる子供なのか、あるいはどうしても

一緒に親と出なければならない子供なのか、あるいは

歩いて来られない子供なのか、要するに例えば車で親

と一緒に出て送って来て玄関まで届けなきゃなんない

子供なのか、あるいは親と一緒に出て家から歩いて来

ればちょうどいいぐらいの時間につく子供なのか、そ

ういう状況がいろいろあろうかと思いますので、やは

り子供にとって一番いい形等を考えていく必要があろ

うかと思います。 

 例えばですけども、宇部小学校では子供たちは朝歩

かせたいと、運動のためにも肥満解消のためにも歩か

せたいということで、学校まで送らせないで支所のあ

たりでおろして子供たちを歩かせていると、こういう

ふうなこともございます。それで、やっぱり子供たち

の教育をどうするかということとも係わってきますの

で、この点については校長先生たちと相談をさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

 それから小学校の、先ほど話した指導書の件ですけ

ども、小学校１年生から６年生までの全教科で１セッ

トが約100万円ということでございますので、100万円

分ここにというのはちょっと厳しいかなというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  その学校をあける分について

は、いわゆる教育的配慮っていうか、そういう辺のあ

ああしろ、こうしろじゃなくて、議論し合って決めて

ほしいし、やっぱり校長、副校長いるわけですから、

そういった意味では管理者が適宜に動くっていうこと

も当然必要であろうし、そういった意味ではぜひなけ

ればならないということじゃなくて、いわゆる教育的

な配慮が必要だというふうに思うんで、そういう点で

議論していただきたいなと思います。 

 それから、通学路については例えば小久慈小学校み

たいに幹線道路があるとかさまざまあるわけです。通

学路の歩道がないとか。例えば、久慈中学校で寺里の

あそこの狭いところを毎日通っているんです、車と一

緒に。そういうったのは、本当に教育長は歩けと言う

んですけども、なかなか歩道がない中で危険だという

のが実際あるんです。そういった意味で朝の通勤時間

見ていただくと、本当に子供たちの歩いている状況の

中で車が一緒に走ってますから。それからもう一つは、

私、一番感じてるのは右側通行が徹底されてない。 

○議長（八重櫻友夫君）  城内議員に申し上げますが、

簡潔にお願いします。 

○17番（城内仲悦君）  両側に歩いてて非常に危険な

のがあります。私も時々子供たちに言いますけど、右

側を歩こう、ということを言いますが、そういう点で

は右側通行については学校でやっぱりきちんと指導し



－150－ 

てるとは思うんですけど、そういった点を感じますの

で、そういった点については指導をお願いしたいと。 

 あと、この指導書については非常に高いそうですの

で、閲覧の機会をいただければありがたいなと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  子供たちの安全・安心、い

わゆる学校への通学も含めてこれは非常に大事なこと

でありますし、何よりも優先されるべきことだろうと

いうふうに思っておりますので、その点については学

校と協議してまいりたいというふうに思います。 

 それから、もう１点の指導書の閲覧につきましては、

ちょっと検討させてください、可能かどうかにつきま

して。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 なお、この際、９款消防費で保留しておりました城

内議員からの質疑について答弁をさせます。勝田総務

部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ９款の18節備品購入費

140万円の具体的な内訳でござますけれども、土嚢等

搬送する軽トラとあと可搬式の散水装置でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  次に、第２条債務負担行為

の補正説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第２条債務負担行為の補

正につきまして、表によりご説明申し上げます。５

ページをお開き願います。 

 第２表債務負担行為補正でありますが、総合計画策

定事業ほか４件について表のとおり期間及び限度額を

定めようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条地方債の補正、説明を求めます。勝田

総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第３条地方債の補正につ

きまして表によりご説明申し上げます。６ページ、７

ページをお開き願います。 

 第３表地方債補正でありますが、歳出予算に関連し

て公営住宅建設事業について表のとおり限度額を変更

しようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 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１号平成26年度

久慈市一般会計補正予算（第５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１号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第２号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第５、議案第２号「平

成26年度久慈市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審議を行うことにしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、直営診療施設勘定、歳

入、説明を求めます。澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  それでは、議案第２

号につきまして事項別明細書によりご説明申し上げま

す。８ページ、９ページをごらん願います。 

 ２歳入でありますが、５款諸収入１項１目雑入であ

りますが、職員給与費の減額及び医療費用消耗機材費

の増額に伴う財源調整により421万1,000円の減額を計

上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定、給与費明細書及び歳出説

明を求めます。澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  12ページをごらん願
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います。 

 まず、補正予算給与費明細書についてご説明申し上

げます。 

 一般職、（１）総括でありますが、表の一番下の比

較欄でご説明申し上げます。 

 実績見込み等により給与費は490万2,000円を減額、

共済費は59万9,000円の減、合わせて550万1,000円を

減額しようとするものであります。 

 以下、一般会計に準じて調整してございますので説

明は省略させていただきます。 

 それでは、前に戻っていただきまして、10ページ、

11ページをごらん願います。 

 ３歳出でありますが、１款総務費１項施設管理費１

目一般管理費は職員給与費522万1,000円の減額を計上

いたしました。 

 ２款１項医業費２目医療用消耗機材費は実績見込み

により101万円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 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

度久慈市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」

は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 議案第３号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第６、議案第３号「平

成26年度久慈市介護サービス事業特別会計補正予算

（第１号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審議を行うことにいたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入説明を求めます。

和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  それでは、議案第３

号につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げ

ます。８ページ、９ページをお開き願います。 

 ２歳入１款サービス収入１項介護給付費収入であり

ますが、１目居宅介護サービス費収入は実績見込みか

ら50万9,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、給与費明細書及び歳出説明を求めます。和野

健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  12ページをお開き願

います。 

 補正予算給与費明細書、一般職、（１）の総括であ

りますが、比較の欄でご説明を申し上げます。 

 給与改定、制度改正及び実績見込みにより、給与費

は49万5,000円の増で、その内訳は給料及び職員手当

の増であります。 

 共済費は１万4,000円の増、合わせて50万4,000円の

増額を計上いたしました。 

 前にお戻りいただきまして、10ページ、11ページを

お開き願います。 

 ３歳出１款総務費１項施設管理費１目一般管理費は

給与改定、制度改正及び実績見込みにより50万9,000

円の増額を計上いたしました。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第３号「平成26年

度久慈市介護サービス事業特別会計補正予算（第１

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〕 
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○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 議案第４号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第７、議案第４号「平

成26年度久慈市魚市場事業特別会計補正予算（第２

号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審議を行うことにしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入説明を求めます。

米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  議案第４号について

事項別明細書によりご説明申し上げます。８ページ、

９ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、５款諸収入１項１目雑入は28

万2,000円の減額を計上いたしました。これは財源調

整のための雑入の減額に伴うものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、給与費明細書及び歳出説明を求めます。米澤

農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  12ページをお開き願

います。 

 補正予算、給与費明細書について、一般職、（１）

総括の比較欄でご説明申し上げます。 

 給料31万3,000円の減、職員手当14万6,000円の減、

これに伴う共済費20万1,000円の減額を計上いたしま

した。これらは実績見込みによるものであります。 

 次に、前にお戻りいただきまして、10ページ、11

ページをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款総務費１項総務管理費１

目一般管理費は実績見込みとして職員給与費66万円の

減額、魚市場運営管理費は37万8,000円の増額を計上

いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第４号「平成26年

度久慈市魚市場事業特別会計補正予算（第２号）」は

原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第８ 議案第５号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第８、議案第５号「平

成26年度久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審議を行うことにしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入説明を求めます。

米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  議案第５号について、

事項別明細書によりご説明申し上げます。８ページ、

９ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、６款諸収入１項雑入１目雑入

は４万7,000円の減額を計上いたしました。これは財

源調整のための雑入の減額に伴うものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、給与費明細書及び歳出説明を求めます。米澤

農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  12ページをお開き願

います。 

 補正予算給与費明細書について、一般職、（１）総

括の比較欄でご説明申し上げます。 
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 給料５万2,000円の増、職員手当19万円の増、これ

に伴う共済費１万1,000円の増を計上いたしました。

これは実績見込みによるものであります。 

 次に、前にお戻りいただきまして、10ページ、11

ページをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、２款漁業集落排水事業費１項

１目漁業集落排水整備費は、職員給与費４万7,000円

の減額を計上いたしました。これは実績見込みによる

ものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第５号「平成26年

度久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）」は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第９ 議案第６号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第９、議案第６号「平

成26年度久慈市公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審議を行うことにいたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入説明を求めます。

中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、議案第６号につ

いて、事項別明細書によりご説明申し上げます。８

ページ、９ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、２款使用料及び手数料１項使

用料１目下水道使用料は186万4,000円の増額を計上い

たしました。 

 ６款諸収入２項１目雑入は消費税及び地方消費税還

付金の確定による増、ほか１件の減、この項を合わせ

て３万8,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、給与費明細書及び歳出説明を求めます。中森

建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、12ページをお開

き願います。 

 補正予算給与費明細書でありますが、一般職の総括

の比較欄でご説明申し上げます。 

 給料につきましては、実績見込みによる減、職員手

当につきましては実績見込みによる増に伴い、給与費

は235万円の増、共済費は48万4,000円の減、合わせて

186万6,000円の増額を計上いたしました。 

 それでは、前にお戻りいただきまして、10ページ、

11ページをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款１項下水道管理費１目総

務管理費は職員給与費103万8,000円の増、ほか１件の

増、合わせて107万8,000円の増額を計上いたしました。 

 ２款下水道事業費１項下水道整備費１目環境施設費

は職員給与費74万8,000円の増、ほか所要の組み替え

を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 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６号「平成26年

度久慈市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）」は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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    日程第10 議案第７号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第10議案第７号「平成

26年度久慈市水道事業会計補正予算（第３号）」を議

題といたします。 

 お諮りいたします。本案は条ごとに説明を受け、審

議を行うことにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条総則説明を求めます。中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  それでは、議案第７号

「平成26年度久慈市水道事業会計補正予算（第３

号）」についてご説明申し上げます。 

 第１条総則でありますが、平成26年度久慈市水道事

業会計補正予算（第３号）について、次の第２条のと

おり定めようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 第２条収益的収入及び支出説明を求めます。中森水

道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  第２条収益的収入及び

支出につきまして、予算実施計画補正によりご説明を

申し上げます。４ページ、５ページをお開き願います。 

 支出でありますが、１款上水道事業費用１項営業費

用２目配水及び給水費に500万円の増額を計上いたし

ました。 

 次に、２款簡易水道事業費用１項営業費用１目原水

及び浄水費に400万円の増額を計上いたしました。 

 次に、３款営農飲雑用水給水受託事業費用１項営業

費用１目受託管理費に100万円の増額を計上いたしま

した。その内容でありますが、いずれも当初想定して

いなかった修繕費が発生したことに伴い、今後の修繕

費の不足が生じる恐れがあることから増額しようとす

るものであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第７号「平成26年

度久慈市水道事業会計補正予算（第３号）」は、原案

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第11 発議案第28号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第11、発議案第28号を

議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

発議案は、各会派共同提案でありますので、会議規則

第37条第３項の規定及び先例により、議事の順序を省

略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 それでは、採決いたします。発議案第28号「米価安

定対策等に関する意見書の提出について」は、原案の

とおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、発議案28号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第12 発議案第29号、発議案第30号、発

議案第31号、発議案第32号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第12、発議案第29号か

ら発議案第32号までを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。11番澤里富雄君。 

    〔11番澤里富雄君登壇〕 

○11番（澤里富雄君）  発議案第29号から発議案第32

号までの４件に関し、一括して提案理由をご説明申し

上げます。 

 今回、提案いたします発議案第29号「久慈市議会の

会期等に関する条例」は、これまで年４回、一定の会

議期間、いわゆる会期でもって開催してきた定例会、

臨時会方式による会議の開催方法を改め、年間365日

を通して会期とし、また定期的に会議を開く日を開催
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月とその曜日でもって特定した定例日として会議を開

催する通年会期方式に移行しようとするものでありま

す。 

 さらに、発議案第30号から発議案第32号では、通年

会期方式への移行に伴って関係規則の改廃を行うとと

もに、行政執行を迅速的に進めるため専決処分指定事

項を拡大したものであります。 

 我々久慈市議会は、本年３月に久慈市議会基本条

例癩癩通称久慈市議会じぇじぇじぇ基本条例癩癩を制

定したところでありますが、地方分権時代の到来と行

政需要の拡大のもと山積する市政課題を大きな背景と

し、我々議会に与えられた使命を果たすためには執行

機関に対する監視機能とともに議会みずからの政策形

成機能を発揮していかなければなりません。 

 そのため、議会みずからが市政課題の解決に向け、

継続的かつ機動的な議会活動による調査や議員間討議

を通じて、よりよい政策形成を図っていく必要があり

ます。 

 加えて、東日本大震災を教訓とし、災害時や緊急の

行政課題に対して、議会みずからがその判断により会

議を開き、議員間討議を通じた対策の具体化も図って

いく必要があると考えます。 

 このことから、本条例は、市長の議会招集権を否定、

剥奪しようとするものではなく、むしろ議会の基本姿

勢として、市長執行機関からの提案をもって初めて議

論を始めようとすることから脱し、二元代表制の一翼

をしっかりと担い、市政に対する責任を市長とともに

応分するため、議会みずから考え、調査し、議員間討

議による熟議を通じて、議会からの政策形成機能を高

めていこうという決意を具現化したものであります。 

 以上をもって、提案理由の説明とさせていただきま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  お諮りいたします。ただい

ま議題となっております発議案４件は、各会派共同提

案でありますので、会議規則第37条第３項の規定及び

先例により議事の順序を省略し、直ちに採決いたした

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 それでは、採決いたします。発議案第29号「久慈市

議会の会期等に関する条例」、発議案第30号「久慈市

議会会議規則の一部を改正する規則」、発議案第31号

「久慈市議会定例会規則を廃止する規則」及び発議案

第32号「専決処分事項の指定についての一部改正につ

いて」以上４件は、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、発議案第29号から発議案第32号までは原案のとお

り可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第13 議員派遣の件   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第13、議員派遣の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び

久慈市議会会議規則第128条の規定に基づき、平成27

年１月15日から16日まで宮古市で開催される平成26年

度岩手県市議会議長会第２回定期総会に副議長下舘祥

二君を、平成27年１月15日から16日まで千葉市で開催

される市町村議会議員特別セミナーに上山昭彦君を、

及び平成27年１月27日から28日まで大船戸で開催され

る平成26年度岩手県沿岸都市市議会連絡会議研修会に

副議長下舘祥二君をそれぞれ派遣いたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、議員派遣の件は可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 これをもって本日の会議を閉じ、第21回久慈市議会

定例会を閉会いたします。 

    午後０時24分   閉会   
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