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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前10時00分   開議 

○副委員長（皆川惣司君） 皆さんおはようございま

す。 

 開会の前でありますが、本日の進行を副委員長が務

めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし
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ます。 

 なお、当委員会は期日を決められております。委員

各位のご協力をあわせてお願いいたします。 

 ただいまから本日の決算特別委員会を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第12号 平成17年度山形村一般会計歳入

      歳出決算 

○副委員長（皆川惣司君） 直ちに付託議案の審査に

入ります。 

 認定第12号「平成17年度山形村一般会計歳入歳出決

算」を議題といたします。 

 歳入、一括質疑を許します。 

 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 参考までに１点お聞かせください。 

 固定資産税にかかわってですが、いわゆる課税評価

額が公示価格の大体どの程度になっているのか、何割

程度になっているのか、参考までにお聞かせください。 

○副委員長（皆川惣司君） 晴山税務課長。 

○税務課長（晴山聰君） ただいま固定資産税の関係

で公示価格が幾らかということでございますが、公示

価格につきましては、国の方で定めておりますが、こ

れは時価と申しますか、それが100％では見ておるわ

けです。それの70％、7割が固定資産の価格になりま

す。その固定資産の価格の課税標準が、その商業地域

等であれば７割ですね。それから一般住宅等について

は、これはまた面積にもよりますが、一般の200平方

メートルまでは６分の１の評価でもって、下回った額

で評価をするということになってございます。これに

つきましては、全国統一のものでございますが、その

課税標準額に対して久慈市の場合は1.5％の税率、旧

山形村につきましては、1.4％の税率でもって税額を

はじき出しているということになっております。 

 以上でございます。 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で歳入の質疑を終わります。 

 次に、歳出に入ります。 

 １款議会費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 

 ２款総務費、質疑を許します。 

 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 それでは、公有財産の購入費にか

かわってお聞かせください。これは53ページですか、

公有財産購入費１億1,300万何がし出ていますが、そ

の購入の中身についてお知らせください。 

○副委員長（皆川惣司君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） 今ご質問にござ

いました公有財産購入費でございますが、こちらにつ

きましては、現在の山形総合支所である総合センター

等の敷地を購入したものでございます。取得面積は１

万496.69平方メートルでございまして、取得価格が１

億1,336万4,252円等の内容になっております。 

○副委員長（皆川惣司君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 それでは、そうすると購入以前は

借地できたということなんですね。そこでいつから借

地なのか、それからいわゆる借地料を払ってきたわけ

なんですが、その借地料の累計額が幾らになるのか、

それが第１点。 

 それから、先ほども聞いたんですが、いわゆる購入

に当たっては財産評価委員の評価を受けるとか、課税

標準額等々を参考にしてお決めになったと思うんです

が、それらの関係、中身についてお聞かせください。 

○副委員長（皆川惣司君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） いつから借地で、

その借地料の総額ということについてのご質問でござ

いますが、そこにつきましては、ちょっと持ち合わせ

ておりませんので、資料を取り寄せてお答えいたした

いと思います。 

 それから、用地の取得単価等の決定にかかる部分に

ついてお話を申し上げたいと思います。 

 用地の取得に当たりましては、不動産鑑定額を基本

として地権者と交渉し、その地権者と行政との合意に

基づきまして取得金額を決定し、そして議会に諮り、

決定をしているという流れでございます。 

○副委員長（皆川惣司君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 それでは、今説明いただいたよう

な手順、経過を踏んでの購入だと思うんですが、実は

この問題とあと審査意見書を見ますと、これは42ペー

ジに平庭高原の部分も６万300平方メートルですか、

１億円ぐらいで買っているという問題ですね。 

 そこで私はこの二つの購入を受けて、二つ解明すべ

き点があるのではないかというふうに思うんです。 

 第１点は、付加価値をつけたのはむだだと思うんで

すね。特に平庭高原についていえば、いわば雑種地と
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いいますか、山林といいますか、そういうところの価

値を高めたのは、まさに村の行政施策そのもので高め

たということがあると思うんですね。だから、評価額

はいいですが──しかも買い取ったのが村ですよ。そ

ういう点でいえば、そういう付加価値を高めた部分の

勘案はどうなのか。 

 もう１点は、どちらも借地権者が買っているわけで

すよ。そうすると、借地権者の権利の分はどういうふ

うに見たのかという問題が出てくるんですよ。 

 例えば私が借地をしておって、そしていわゆる工業

用地に買収にかけられたということになれば、その補

償費は借地権者にも──法曹界の定説だと少なくとも

50％はあると、７割、８割の場合もある。判例によっ

てはね。少なくとも５割は借地権者に補償の50％は入

るというのが法曹界のいわば常識になっているんです

ね。そういう借地権者の利益を見たのか、その２点で

す。いいですか。 

○副委員長（皆川惣司君） 小野寺委員に、お話し中

ですが、ただいまの質疑は旧山形村議会において議論

し、議決した内容でありますので、了承願いたいと思

います。 

〔「それは違うべえやあ。何言っているの」

と呼ぶ者あり〕 

○小野寺勝也委員 だったら、認定に出さなければい

いじゃないですか。ちょっと待ってください。 

一定の節度はわきまえているつもりですよ。 

○副委員長（皆川惣司君）議案の内容について、その

点について申し上げておりますので、ご了承をお願い

したいと思います。 

○小野寺勝也委員 無理ですか。そんなにぎりぎりや

るつもりはないですが、やはり解明すべき二つの問題

点について、私は上程された以上は──黙って認定せ

いというんですか。 

〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） 今、小野寺委員

の方からお話のありました土地を借用することによっ

て付加価値をつけたのは行政といいますか、村の方で

はないかということで、それらについての考慮がとい

うようなお話がございましたが、本用地の取得に関し

ましては、十分な価格を調査し、取得価格を決定し、

そして地方自治法に定める議決要件、96条に沿って旧

議会において種々議論がありながら議決されているも

のであるというふうに私は認識しているところでござ

います。 

〔発言する者あり〕 

○山形総合支所次長（野田口茂君） 借地権者に５割

という内容でございますか。それについては、ちょっ

と私ども勉強不足で回答できる状況にございませんの

で、ご了承願いたいと思います。 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款民生費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 

 入れかえのため少し時間をいただきます。 

〔説明員入れかえ〕 

○副委員長（皆川惣司君） それでは、再開いたしま

す。 

 ５款労働費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 

 ６款農林水産業費、質疑を許します。 

 大上委員。 

○大上精一委員 私はこの審査の仕方に非常に問題が

あるなというふうに聞いておったわけでありますが、

すべてが予算を通して、決算書においてはどのように

使われてきたのかということを我々が審査をする過程

にあるわけでありますが、いずれみな議会を経ている

ことだというふうに私は思っております。そうします

と、先ほどのように議会を通ったので何もないんだみ

たいな通し方になると、何も審議する意味がないので

はないかと私は個人的にそう思うんですが、いかがで

しょうか。 

○副委員長（皆川惣司君） ６款、農林水産業費につ

いての質疑をお願いします。 

○大上精一委員 ６款、農林水産業費もいいんですが、

まず、その点ひとつまずお聞きしたいということと、

あともう１点質問しますけれども、農林水産業費で、

春にもお話をしたんですが、草地造成等々の希望の取

りまとめをどのようにしているかということに対して、

当局ではどのように努力されておるのか、そこら辺に
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ついてお伺いをいたします。 

○副委員長（皆川惣司君） 岩井山形総合支所産業建

設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） 草地造

成等の希望の取りまとめはどのようにして実施したの

かというご質問でございますが、旧村といたしまして

は、草地造成の取りまとめというよりは、乳牛の組合

の方から申し込みがあったものにつきまして草地が足

りないというふうな認識をしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○副委員長（皆川惣司君） 大上委員。 

○大上精一委員 私が春お話をしているのは、それを

含めて市民にそういう希望者があるのかないのか早急

に取りまとめて、あるのであれば、それなりに進めて

ほしいということを伺っておったわけであります。そ

の経過についてどういう努力をされたのか、お伺いを

したいと思います。 

○副委員長（皆川惣司君） 岩井山形総合支所産業建

設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） ６月の

議会におきまして草地の取りまとめを至急進めるよう

にというふうなお話でございましたが、まだ総合支所

といたしましては実施していないところでございます。

今後対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○副委員長（皆川惣司君） 大上委員。 

○大上精一委員 農業振興の活性化というものをおろ

そかにしているのではないかというふうに私は思うん

ですが、やはりこれからそういう面で市民から声が上

がったならば、直ちにそういう市民の声に向けた行動

をしていただきたい。そうしないと、満足度の向上な

んていうものにつながる意味がないというふうに私は

思うんです。市民が望んでいるものに対して努力をし

ていないということになると、話にならないわけであ

ります。どうですか。 

○副委員長（皆川惣司君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） 今ご質問にござ

いましたように、各分野にわたって種々市民の方の要

望というのは多様なものがあろうかと思いますが、そ

れは一たん受けとめまして、行政として必要なもの、

そして市民にとって必要なものであるかどうかを判断

しながら対応していくというのが基本的な考えでござ

いまして、今回の場合の草地造成につきましては、地

域等での要望は取りまとめはしていないようでござい

ますが、草地不足にかかる部分につきましては、今後

どういうふうに対応したらいいかというので担当課等

で検討を進めてまいりたいというふうに思っておりま

すので、ご了承願います。 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費、質疑を許します。 

 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 93ページ、これは毎年のことなわけ

ですけれども、補助金のところ、アンナテレストラン

販売促進事業費補助金ということで毎年そういうふう

な形で補助しているわけですけれども、この販売実績

がどういう状況にあるのか、もし余り思わしくないと

いうのであれば、今後それをどのように促進するつも

りなのか、その辺についても考えをお願いいたします。 

○副委員長（皆川惣司君） 岩井山形総合支所産業建

設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） アンテ

ナレストラン「大地」のご質問につきましてお答えを

申し上げます。 

 平成17年度の経営の状況でございますが、営業収入

が非常に伸び悩んでございまして、実質的には岩泉町、

あるいは旧山形村からの補助金を入れましても、174

万円ほどの赤字という状況でございます。当時、当初

３年から５年という形でこの事業を進めてきたわけで

ございますが、平成18年度をもちまして、一応このこ

とにつきましては事業を中止する、営業をストップす

ると、こういうふうな状況でございますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

○副委員長（皆川惣司君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 その平成18年度で中止するというこ

とで、せっかくずっと続けてきたんだけれども、その

補助を出しながら続けてきたんだけれども、やはりだ

めだった、結局そういうようなことになるだろうと思

うんですけれども、平成18年度で終わりにするという

のは、これは岩泉町との話し合いの結果そうなってい

るのでしょうか、お伺いします。 

○副委員長（皆川惣司君） 岩井山形総合支所産業建

設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） お答え
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を申し上げます。 

 岩泉町、それから株式会社岩泉産業開発、それから

平庭観光開発株式会社、いずれも４者を持って協議を

した結果でございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 

 ８款土木費、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） ９款消防費、質疑を許し

ます。 

 大上委員。 

○大上精一委員 95ページの備考で申し上げますが、

下段の方でございます。19節の中の村内小中学校スキ

ー普及補助金に絡めてご質問に申し上げますが…… 

○副委員長（皆川惣司君） 今、消防費。 

○大上精一委員 失礼しました。 

○副委員長（皆川惣司君） 大上委員。 

○大上精一委員 消防費──先ほどは失礼しました。

お伺いしますが、山形地区の私の部落の消防屯所のサ

イレンの非常ボタンについて春にも伺っておるわけで

ありますが、その後改善されたのかどうか、お伺いい

たします。 

○副委員長（皆川惣司君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 今、確認をしてお答

えいたします。 

○副委員長（皆川惣司君） 確認をしてからというこ

とでございますので、そのほかなければ、わかり次第

答弁するということで質疑を打ち切りたいと思います。 

 質疑を打ち切ります。 

 10款教育費、質疑を許します。 

 大上委員。 

○大上精一委員 107ページ、19節久慈高校山形校振

興会補助金に絡めて、市では今後どのような考えをお

持ちなのか、県の方の学校でございますので、皆さん

ご承知のとおりの経過なわけでありますけれども、か

といってこのまま市でもそのままおとなしくしていい

のかどうかということを若干お聞きいたします。 

○副委員長（皆川惣司君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） この当該補助金につきま

しては、山形校のスクールバスの関係の補助金、助成

というふうに承知しております。 

 これにつきましては、実際問題中学校に通うスクー

ルバスに混乗させておりますし、また、久慈駅から山

形校までの運行の直接的な支援もしております。です

から、これについては、今後予算計上はしないという

ふうな考えを持っております。 

 以上です。 

○副委員長（皆川惣司君） 大上委員。 

○大上精一委員 予算計上はしないというお答えに伺

ったんですが、よろしいでしょうか。 

○副委員長（皆川惣司君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） この山形校の支援につき

ましては、存続関係につきましては、支援活動を継続

すると、これは合併協議の中で確認事項としてなって

おります。また、山形校の通学関係の支援については、

実質面で支援をしてまいるということで具体的なこう

いう振興費という形での助成、補助金は考えておらな

いということでございます。 

 以上です。 

○副委員長（皆川惣司君） 大上委員。 

○大上精一委員 県としては、皆さんも承知をされて

いると思うんですけれども、やがては廃止ということ

に行かざるを得ないのかなというふうに私は思ってお

ります。実は私、振興会の会長を仰せつかって長いこ

とお世話になっている立場で、どうしてもここで一言

申し上げておかないと、あとで意見を述べられるよう

な気がしておりますので伺っているわけでありますが、

おかげさまで旧久慈市内からもたくさんの生徒さんに

入校いただきまして、何とかこれまでありがたくお世

話になっているわけでありますが、お金的に支援をし

なくてもということになると、春にはどうなるのかな

と思うんですが、そこら辺についてお尋ねいたします。 

○副委員長（皆川惣司君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 山形校の通学の関係でござ

いますが、これにつきましては、ただいま次長が申し

上げましたように、生徒たちの通学に支障がないよう

にやるということが合併協議で話された事項でござい

ますので、そのようにやってまいります。 

 そこで、今、補助金の関係につきましては、これま

でこの方法でやってきたわけでございますけれども、

いずれ直接的に、久慈市からの子供については直接的

に運行といいますか、子供たちを運んでいる。それか

ら山形については、スクールバス等を利用していると

いうことでございますので、今申し上げたように、子
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供たちに学校通学に支障がないように、十分配慮して

まいりますし、それから振興会の方でこれまでさまざ

まな問題等を旧村にも意見を賜っておりますので、そ

れを十分踏まえながら、困らないような方向で対応し

ていきますということでございます。 

 以上であります。 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 

 この際、２款での小野寺委員の質問に対する保留の

公有財産購入費についての答弁を求めます。 

 野田口次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） 先ほど小野寺委

員からご質問ありました部分で保留しておりました答

弁でございますが、山形総合センター等の賃貸にかか

る、いつからという部分につきましては、昭和45年か

らでございます。 

 総支払い額は幾らかということでございますが、

5,053万2,181円になります。 

 以上です。 

〔発言する者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） 野田口次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） 大変失礼いたし

ました。私の勘違いで、総合センターにかかる部分だ

けかなということでお答え申し上げましたが、平庭も

ということでありましたようですので、資料を取り寄

せてご答弁申し上げたいと思います。申しわけござい

ません。 

○副委員長（皆川惣司君） それでは、続いて９款で

の保留したサイレンの件についてでございますが、末

﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 来内地区の消防屯所

のサイレンの状況でございますけれども、一時鳴らな

い時期がありまして、修理をいたしまして９月７日復

旧をしているところでございます。 

 以上です。 

○副委員長（皆川惣司君） 大上委員。 

○大上精一委員 私の伺っているのは違うんですよ。

非常用のサイレンを鳴らすボタンが屯所のシャッター

内にあるから、万が一事が出た場合に、消防団員はお

互い承知しているとは思うんですけれども、地区民の

要望は、消防団員がそのサイレンの非常ボタンのそば

にいるばかりではないので、一般住民でも非常事態発

生の場合には、そのボタンを知っておけるような、そ

ういうことはできないのかということでこれまで要望

を受け、伺ってきたわけであります。サイレンそのも

のは時たま休んだり鳴ったりしているわけであります

が、問題はその押しボタンの設置場所が屯所のシャッ

ター内にある。それを改善をしていただきたいという、

消防団員からもその話がありました。一般住民からも

あったために、それを何とかできないのかということ

をお尋ねしておった経緯がございますので、その後の

経過についてお伺いしたいと質問したつもりでござい

ますので、よろしくお願いします。 

○副委員長（皆川惣司君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） ただいまのご質問で

ございますけれども、この今の状況等については、体

制の問題、システムの問題といいますか、――にかか

わる部分でありますので、状況を消防団等から把握を

いたしまして、もし問題があるとすれば、直ちに対応

しなければいけないと思いますので、対応させていた

だきます。 

 以上です。 

○副委員長（皆川惣司君） 11款災害復旧費、質疑を

許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） 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〕 

○副委員長（皆川惣司君） 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〕 

○副委員長（皆川惣司君） 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〕 

○副委員長（皆川惣司君） 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。 

 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） それでは、決算書の

222ページ、223ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 １公有財産、(1)土地及び建物、ア行政財産からご

説明をいたします。 

 まず、表の区分欄最初の土地ですが、決算年度中増

減高の合計、一番下の行になりますけれども、23万
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643平方メートルの減となっております。これはその

他に区分されております基幹牧場の一部を普通財産へ

移行したこと等によるものでございまして、決算年度

末現在高の合計は152万7,637平方メートルになってお

ります。 

 次に、建物でありますが、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、これは223ペ

ージで一番下の行になりますが、右から２番目になり

ますけれども、3,071平方メートルの増となります。

これは観光施設、レストハウス「千春」156平方メー

トルの増築等によるものでございまして、決算年度末

現在高の合計は４万4,120平方メートルになっており

ます。 

 次に、224ページ、225ページをごらんいただきたい

と思います。 

 イ普通財産、土地ですが、決算年度中増減高の合計

24万6,823平方メートルの増は、行政財産から村有林

への移行等によるものでございまして、決算年度末現

在高の合計は1,004万3,793平方メートルになっており

ます。 

 次に、建物ですが、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、これは225ページ、

右から２番目になりますけれども、414平方メートル

の増でありまして、山村留学住宅145平方メートルの

新築及び工場施設、これは821平方メートルでござい

ますが、これを譲り受けたこと等によるものでござい

まして、決算年度末現在高の合計は3,195平方メート

ルになっております。 

 次に、(2)山林ですが、面積につきましては、行政

財産からの移行によるもの及び分収林、部分林の計上

方法の変更によるものでございまして、決算年度末現

在高は225ページの中ほどの欄になりますが、合計989

万1,921平方メートルとなっております。 

 次に、立木の推定蓄積量につきましては、直営林、

分収林の計上方法の変更によるものでございまして、

決算年度末現在高は225ページ、この表の一番下の行

の右側の欄にありますとおり、３万6,276立方メート

ルとなっております。 

 次に、(3)有価証券ですが、まず株券ですが、東北

電力株式会社に係る株券１万2,000円の増でございま

して、決算年度末現在高は3,140万1,000円となってお

ります。 

 次に、社債券でありますが、農林中央金庫、農林債

権の満期による償還でございまして、決算年度末現在

高は零円となっております。 

 次に、226ページ、227ページになります。 

 (4)出資による権利でありますが、区分欄の上から

２行目の岩手県信用保証協会出捐金３万2,000円の減、

以下野菜価格安定基金14万円の減、岩手県出稼互助会

出捐金60万円の減、岩手県文化振興基金20万円の減、

財団法人ふるさと情報センター出捐金50万円の減、岩

手県農業担い手育成基金出捐金194万円の減となって

おります。 

 以上により、決算年度末現在高の合計は、227ペー

ジ右側の一番下の欄になりますけれども、23件で

5,763万4,000円となっております。 

 次に、228、229ページになります。 

 ２物品でありますが、取得価格80万円以上の重要物

品について、決算年度中の増減をあらわしたものであ

ります。18点の増、16点の減であり、決算年度末現在

高は95点となっております。 

 次に、230ページ、231ページになります。 

 ３債権でありますが、岩手県林業公社貸付金は575

万3,000円増額し、決算年度末現在高は２億5,862万

1,000円となっております。中小企業融資貸付金は100

万円増額し、決算年度末現在高は560万円となってお

ります。 

 次に、４基金でありますが、(1)岩手県収入証紙購

入基金から(4)の山形村国民健康保険高額療養資金貸

付基金までの４件の基金につきましては、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

状況によりご了承をお願いいたします。 

 (5)山形村財政調整基金は、利子分92万9,612円を積

み立てし、４億9,000万円を取り崩し、決算年度末現

在高は２億6,014万円となっております。 

 次に、232ページ、233ページになります。 

 (6)山形村国民健康保険診療施設財政調整基金は利

子分4,771円を積み立てし、300万円を取り崩し、決算

年度末現在高は1,080万8,000円となっております。 

 次に、(7)の山形村国民健康保険事業財政調整基金

は利子分９万9,420円を積み立てし、2,500万円を取り

崩して、決算年度末現在高は１億1,627万8,000円とな

っております。 

 次に、(8)山形村畜産総合対策基金は72万円を積み
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立てし、決算年度末現在高は73万円となっております。 

 次に、(9)潤いのあるふるさと創生基金は利子分７

万9,381円を積み立てし、3,861万円を取り崩して、決

算年度末現在高は5,213万8,000円となっております。 

 次に、(10)山形村減債基金は利子分11万4,373円を

積み立てし、決算年度末現在高は１億7,872万8,000円

となっております。 

 次に、(11)長寿と健康の村づくり基金は利子分６万

4,272円を積み立てし、2,384万5,000円を取り崩して、

決算年度末現在高は8,072万6,000円となっております。 

 次に、(12)山形村平庭高原施設事業財政調整基金は

利子分1,028円を積み立てして、決算年度末現在高は

332万円となっております。 

 次に、(13)ふるさとの水と土保全基金は利子分

8,591円を積み立てして、決算年度末現在高は1,054万

5,000円となっております。 

 次に、234、235ページになります。 

 (14)山形村山間地域活性化推進基金は利子分１万

611円を積み立てし、1,387万5,102円を取り崩して、

畜産経営環境整備事業が終了したことから基金を廃止

したものであります。 

 次の(15)山形村福祉医療資金貸付基金から(17)山形

村奨学金貸付基金までの３件の基金につきましては、

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。 

 以上で財産に関する調書の説明を終わります。 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を許します。 

 大上委員。 

○大上精一委員 230ページの上段、債権の県林業公

社貸付金について、今現在の状況はどういうあんばい

になっているのかお知らせいただきたいです。 

○副委員長（皆川惣司君） 末﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（末﨑順一君） 説明員が今まいりま

すまでお時間をいただきたいと思います。 

○副委員長（皆川惣司君） 説明する職員の入れかえ

があります。そのほかにはございませんでしょうか。 

 若干お待ちください。 

 岩井山形総合支所産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） ただい

まの質問に対してお答えを申し上げたいと思います。 

 社団法人岩手県林業公社につきましては、平成19年

度を目途に解散をすると、こういうふうになっており

ます。これの事業につきましては、県有林事業に一元

化をするということで皆さんもご承知かと思いますが、

現在の久慈市山形総合支所として、当時の山形村とし

て貸し付けをしておりました部分につきまして、私の

方から現在の状況というのをお話を申し上げたいと思

います。 

 これまでの貸し付けの内容につきましては、貸付金

の総累計額が２億6,014万2,000円でございまして、償

還されてある金額が152万516円でございます。現在の

貸付金額の残でございますが、２億5,862万1,484円と、

こういう状況になっております。 

 これにつきましては、３月５日の状況でございます。

その後の分等につきましては、林業水産課長の方で今

資料を集約しているところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（皆川惣司君） 大上委員。 

○大上精一委員 私の聞きたいところは、この数字的

なことではなくて、村当時の議会の皆様方に当局がお

話をされた経緯があったように思っているわけであり

ますが、この出資金については、苦しくなって合併と

いいますか、公社造林、あるいは県行造林等々が一緒

になるみたいな話もあるわけでありますが、そういう

方にいくだろうと思いますし、要はこの出資金はない

ことにしてもらいたいといったようなお話があったよ

うに私は記憶しているんですが、記憶違いでしょうか。 

 村としては２億幾らでございますので、ほごにされ

るということは、ちょっと困るのではないかといった

話もした記憶がございますが、その後を伺っているわ

けであります。 

○副委員長（皆川惣司君） 岩井山形総合支所産業建

設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） この公

社解散後の償還の方法ということにつきましては、一

時的に債権放棄云々ということも取りざたされたこと

もあったわけでございますが、実は現在の状況の中で

は代物弁済という形で、木をもって返済すると、こう

いうふうなことになっているようでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 

 なお、この際２款での小野寺委員の質問に対する保

留中の公有財産購入費についての答弁を求めます。 

 野田口山形総合支所次長。 
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○山形総合支所次長（野田口茂君） 先ほどは大変失

礼いたしました。小野寺委員からご質問のありました

件でございますが、平庭の観光用施設につきましては、

昭和62年度から借地をしていると、賃貸契約をしてお

ります。昨年度まで。まことに申しわけございません

が、その金額の積み上げはございませんが、昨年度の

実績で申し上げますと、年間462万2,000円という金額

が年間の賃貸料になります。ご了承をお願いいたしま

す。 

○副委員長（皆川惣司君） 以上で、認定第12号の質

疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第12号「平成17年度

山形村一般会計歳入歳出決算」は認定すべきものと決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○副委員長（皆川惣司君） 起立多数であります。 

 よって、認定第12号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第13号 平成17年度山形村国民健康保険 

      事業特別会計歳入歳出決算 

○副委員長（皆川惣司君） 認定第13号「平成17年度

山形村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算」を議

題といたします。 

 若干説明員の入れかえをいたします。お待ちくださ

い。 

 一括質疑を許します。 

 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 153ページですけれども、よろしい

でしょうか。介護納付金のところで3,107万5,130円の

支出済みとこういうふうになっている。ただ、これは

年度が途中なわけですので、単純に比較はできないと

思いますけれども、前年度比どういうような状態にな

っているかということを、これは推測になる部分、推

計になる部分もあるかもしれませんが、もしおわかり

になれば教えていただきたい。 

○副委員長（皆川惣司君） 沢口国保年金課長。 

○国保年金課長(沢口道夫君) それでは、介護納付金

についてのご質問にお答えいたしますが、3,107万

5,130円、これは旧山形村分すべてでございます。そ

れで平成16年度と比較いたしますと、12.6％の増とい

うふうになっております。 

 以上です。 

○副委員長（皆川惣司君） 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13号「平成17年

度山形村国民健康保険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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第13号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第14号 平成17年度山形村国民健康保険 

      診療施設特別会計歳入歳出決算 

○副委員長（皆川惣司君） 認定第14号「平成17年度

山形村国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算」

を議題といたします。 

 一括質疑を許します。 

 城内委員。 

○城内仲悦委員 167ページの特別室使用料で15万

4,000円の決算になっておりますけれども、山形診療

所のベッド数とそれとこの特別室の割合が何室になっ

ているのか、ちょっと内容を聞かせてください。これ

はそしてどの程度の利用のことで15万4,000円になっ

ているのか、ベッド数と特別室のベッド数等をお聞か

せください。 

○副委員長（皆川惣司君） 長内国民健康保険山形診

療所事務長。 

○国民健康保険山形診療所事務長（長内有正君） 入

院のベッド数でございますが、部屋数でいきますと、

６室で19床でございます。そのうち特別室は１人部屋

が１室でございます。それから２人部屋が１室で２床

という状況でございます。 

 以上です。 

○副委員長（皆川惣司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 そうしますと、この15万4,000円の

内容は、１人部屋の１室が使われたのか、２人部屋の

方のベッドが使われたのか、その利用状況についても

お聞かせください。 

○副委員長（皆川惣司君） 長内国民健康保険山形診

療所事務長。 

○国民健康保険山形診療所事務長（長内有正君） 特

別室の利用状況でございますが、１人部屋でございま

す。 

○副委員長（皆川惣司君） 質疑を打ち切ります。 
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 以上で質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。認定第14号「平成17年

度山形村国民健康保険診療施設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ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第14号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第15号 平成17年度山形村老人医療保健 

      特別会計歳入歳出決算 

○副委員長（皆川惣司君） 認定第15号「平成17年度

山形村老人医療保健特別会計歳入歳出決算」を議題と

いたします。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） 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15号「平成17年

度山形村老人医療保健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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第15号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第16号 平成17年度山形村簡易水道事業

      特別会計歳入歳出決算 

○副委員長（皆川惣司君） 認定第16号「平成17年度

山形村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算」を議題と

いたします。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） 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16号「平成17年

度山形村簡易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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第16号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第17号 平成17年度山形村平庭高原施設 

      事業特別会計歳入歳出決算 

○副委員長（皆川惣司君） 認定第17号「平成17年度

山形村平庭高原施設事業特別会計歳入歳出決算」を議

題といたします。 

 一括質疑を許します。 

 大上委員。 

○大上精一委員 歳出で伺いますが、216ページの下

段のスキー場運営費について若干、ここは教育費で伺

えばよかったのかなとも思うんでありますが、ふなれ

でございますのでよろしく皆様方ご指導のほどお願い

を申し上げたいというふうに思いますが、旧村当時子

供たちにスキー場のリフト券を無料でということでや

ってきたわけでありますが、今後もそれが継続される

のかどうか。予算のときにいろいろ説明があったかも

しれませんが、記憶が定かでなくなってまいりました

ので、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（皆川惣司君） 岩井山形総合支所産業建

設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） お答え

を申し上げます。 

 実は旧山形村の会計の中におきましては、観光費の

中におきまして小中学生のスキーの普及事業というこ

とで、スキーのリフト券を全児童・生徒に配布をいた

した経緯がございます。金額にいたしまして265万円

ほどでございましたけれども、これの事業について継

続するのかどうかということでございますが、実は今

年度におきましては、予算上は予算化しているところ

でございますが、この問題につきまして６月の議会で

もお話を申し上げましたが、具体的な利用方法につき

ましては、教育委員会を含めました関係者等で協議を

行いまして対処してまいりたい、こういうことでお話

を申し上げておるところでございまして、これからこ

この部分につきまして協議をしてまいりたい、こうい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（皆川惣司君） 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17号「平成17年

度山形村平庭高原施設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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（皆川惣司君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、認定第17号は認定すべきものと決しました。 

 この際暫時休憩いたします。 

 このままで休憩をお願いいたします。 

午前11時01分   休憩 

──────────────────── 

午前11時03分   再開 

○委員長（中塚佳男君） 休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第18号 平成17年度久慈市一般会計歳入 

      歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第18号「平成17年度久

慈市一般会計歳入歳出決算」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〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

 12番、播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、歳出について、100ペー

ジの商工費についてお伺いいたしますが、商工振興費、

観光費についてそれぞれ１点ずつお伺いいたします。 

 商工振興費につきましては、中小企業融資制度でご

ざいますが、中小企業融資制度の内容につきましては、

成果を説明する書類等でその融資枠とか、実績につい

ては、了解いたしましたが、ご案内のとおり、去る７

月に日本銀行では政策委員会を開催いたしまして、ゼ

ロ金利政策の解除を発表しているわけでございますが、

それによりまして、当然預金金利、あるいは貸し出し

金利等々に変動があるわけでございますが、この中に

おきまして、日銀、政府においても急激な変動は避け

る、これは経済に影響するので避けるというふうなこ

とも発表をしておるわけでございますが、ただ、情報

によりますと、国民金融生活公庫等を初め、政府系の

金融機関では、変動相場制ですので若干の金利に変動

があるのではないかというようなことも発表しておる

わけでございます。 

 そこでお伺いいたしますが、当市で実施しておりま

す久慈市の中小企業金融融資制度についての金利の対

応はどのようになるのかについてお伺いいたします。 

 ２点目は観光でございますけれども、久慈秋まつり

が間もなく開催されるわけでございます。このまつり

はご案内のとおり、久慈地方、あるいは県北でも最大

級のまつりと言われているわけでありますが、特に今

年度は新市誕生ということで市民も大きく期待をして

いるわけでございますが、その中におきまして実行委

員会の方々からお聞きするところによりますと、安全

ということはもちろん基本ベースになるわけでござい

ますが、警察といいますか、警察署の政令といいます

か、条件は例年に増して非常に厳しいというようなこ

とを言って、実行委員会の方々が大変困っておるわけ

でございますが、もちろんこれは安全ということが最

も基本になって大切なわけでございますが、私が心配

するのは余りに規制が厳しくなって、まつりに影響す

るのではないかというようなことでございますが、こ

の件について実行委員会ではどのような対応をしてこ

られたのか、この２点についてについてお伺いいたし

ます。 

○委員長（中塚佳男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） ゼロ金利に伴います

中小企業の関係の利率等の関係でございますが、これ

につきましては、今年度は４月１日で各金融機関との

契約を締結しているところでございまして、今年度は

影響はないというふうなことでございます。 

 来年度以降の部分でございますが、委員ご指摘のよ

うに、変動相場制の部分の導入に入ってくるわけでご

ざいますので、この部分については、今後協議が必要

になってくるというふうに考えているところでござい

ます。 

 それから、２点目の久慈秋まつりの山車の運行の関

係の部分でございますが、実は警察の方からは道路車

両法運送法上の取り扱いにつきましていろいろ指導を

いただいているところでございます。 

 具体に申し上げますと、山車の牽引の関係について

の問題と、それから安全運行の部分でございます。ご

案内のように、八戸－久慈間につきましては、車両牽

引で移動ができるというふうなことでこれまで同様の

取り扱いでございますが、ことし警察の方からの指導

が強化されているという部分で申し上げますと、久慈

市内での山車の運行については、これは手引きで牽引

をしてくださいという部分でございます。 

 そういったところで、一部山車組は会場まで来るに

は６キロほど移動しなければならないというふうなこ

とでございまして、昨年までであれば、一部牽引し、

あとはまつり運行は手引きで運行するということでご
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ざいましたが、すべてを手引きにしろというふうなこ

とでございます。 

 この関係につきましては、実行委員会の会長さん初

め、事務局が一緒に警察側と５回ほど協議を重ねたと

ころでございますが、安全運行とそれから法上の取り

扱いの部分で警察としては譲れないというふうなこと

でございます。 

 そういったことで、山車の運行部会各組と協議をさ

せていただきまして、今年度は手引きで運行するとい

うふうなことでご了解をいただいているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） ６番、小倉委員。 

○小倉建一委員 56ページの総務費あたりにかかわっ

てお伺いしますが、１年ほど前に長期で休んでいる数

とその原因についてお伺いしましたら、４人ほどメン

タルの面で休んでいるということでございましたが、

合併後も気になるところでございますので、この８月

末現在の１カ月以上継続して休んでいる職員の数、そ

してその原因についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） ご質問いただきました職員

の長期に休んでいる状況でございます。８月末現在で

いわゆる１カ月以上という区分で申し上げますと、５

人でございます。そのうちいわゆるメンタル面という

症状によります職員が３名となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） ３番、澤里委員。 

○澤里富雄委員 どの項目に当てはまるかちょっと不

安でございますけれども、63ページの交通安全対策費

についてですけれども、今飲酒運転を初め連日発生し

ている公務員の不祥事、事件、事故が多発しているわ

けですけれども、当市の綱紀粛正のための教育の徹底

のあり方等をどのように行っているのか、それから当

市における処分規定についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） 公務員におきます、いわゆ

る不祥事の対応等についてでございます。特に最近は

飲酒に伴う交通事故が福岡市を初め各地で起きて、社

会から強い非難を浴びているという状況にございます。

この交通法規遵守、特に飲酒運転の防止につきまして

は、機会あるごとに職員に対して注意を喚起、指導し

ているところでございまして、それに対応しながら現

在取り組みを行っているところでございます。 

 また、文書による通知も出しながら、その対応をし

ているところでございます。 

 なお、万が一そういった交通法規等に違反する事案

が起きた場合には、その内容を十分調査し、内規で定

めておりますが、その基準に従って厳正に対応してい

るというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（中塚佳男君） 20番、田表委員。 

○田表永七委員 幾つか伺います。 

 まず93ページ、最下段に市有林看守人報酬という、

備考欄にはそういう記載になっているわけであります

が、これに関して伺います。 

 新市になってかなり人数がふくれ上がっているので

はないかなと、そう思うので、人数の総計といいます

か、総人数、それから職務内容は旧久慈市における職

務内容は承知しているつもりでありますが、新市にな

って変更があるのであれば、その内容をお伺いしたい。 

 ２点目、107ページ、土木費にかかわる質問であり

ます。中ほどに市道等登記業務委託料というのが記載

されてございます。これにかかわって伺います。 

 従来、旧久慈市における答弁は、対象物件をすべて

登記がえをしなければならないと、そのような考え方

に立っているけれども、財政の都合上、一気にはでき

ない、逐次登記をしていきたいというふうな答弁であ

ったと、そう理解していますが、そういう考え方は新

市でも踏襲されているのかどうか。 

 それから、１カ月に満たない期間なわけですけれど

も、新市でどの程度の登記の実績件数があるのか。 

 とりあえず、以上お伺いいたします。 

○委員長（中塚佳男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 市有林の看守人の状況

でございますが、現在、旧久慈市が５人、それから旧

山形村が１人でございまして、全部で市有林1,826.35

ヘクタールの看守、管理をしているところでございま

す。 

 職務の内容についてでございますが、見回りをしな

がらそれぞれ市有林の状況を確認しながら歩いている

ということでございまして、危険がないように、ある

いは火事がないようにするために管理をして見回って

いるということでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 市道等登記業務委託料に

ついてお答えを申し上げます。 

 平成17年度につきましては、７筆で122万8,000円余

の事務を行っておりますが、新年度におきましても継

続してこの解決に努めてまいる考えでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 13番、皆川委員。 

○皆川惣司委員 90ページの農林水産業の３項農業振

興費に関してと120ページ、10款教育費、学校管理費

の中の工事請負費に関連することでございますので、

あわせてご質問申し上げます。 

 備考の欄に19節でありますが、日野沢地区営農飲雑

用水給水管引込み補助金ということであります。ご存

じのように、日野沢地区は中山間総合整備事業におい

て、無給水の家をなくすためにこの事業を使ってやっ

ておるわけですが、学校の施設、公共施設も同時にな

るわけございます。そういった意味において戸数が散

乱というか、離れておりますので、大変負担金がかか

るということで、旧山形村時代に過分の村からの補助

金をいただきながら、１戸１戸の負担金が少なくなる

ように、なるべく今までの簡易水道の負担金になるよ

うな形で補助をいただいてきました。 

 そういった中において、成果の49ページに日野沢小

学校教育住宅の給水管引込み工事、前年度においてそ

の分については終わったわけでございますが、実は学

校までの引き込み、そして公民館までの引き込み、こ

れも予算化しておったわけですが、事務手続きの違い

で繰り越さざるを得なくなった、新久慈市に引き継が

なければならなくなった、そういうことについて新た

な個々の負担がふえないように、学校についてと公民

館の施設についても届けてもらわなければならない、

これは日野沢地区の活性化協議会と村と県とが話し合

いをした中で、同意を得て進めてきておりますが、こ

れらについて、今後旧山形村で約束をしてきた事柄に

ついて間違いなく実施をしていただきたい、そういう

意味を込めてご質問申し上げておりますが、このこと

についての考えをお願いしたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） ただいま皆川委

員の方からご質問のありました件につきましては、確

かに旧山形村時代といいますか、３月５日以前に本来

であれば工事をやらなければならないということで予

算等確保しておりながら、実施できなかったという経

緯はあるということでございます。それにつきまして

は、今年度の中で対応していかなければならないこと

になろうかと思います。 

 この事業につきましては、県の占用の許可等が必要

でございまして、それらにかかる部分、水道管の添架

の部分等を含めて現在協議をしている段階にございま

す。これにつきましては、旧山形村時代においての約

束事項等を確認しながら、従来の負担についてどうあ

るべきかということを検討し、助成する方向でいきた

いというふうに考えておりますので、ご了承願いたい

と思います。 

○委員長（中塚佳男君） 田表委員。 

○田表永七委員 教育費にかかわって質問いたします。 

 一つは、121ページのやや上の方に学校施設耐震診

断業務委託料の記載があるわけであります。校名と診

断結果、そしてその対応策を簡潔にお伺いしたい。 

 それから、その下のところに中ほどに校章旗につい

ての記載がございます。これは中学校、123ページの

中ほどにもございます。この内容についてお伺いいた

します。 

 以上２点であります。 

○委員長（中塚佳男君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） まず、校章旗の方に

ついてでございますが、これは合併に伴いまして山形

地区の校章旗を購入したという内容でございまして、

霜畑中学校を除いて全部購入したという実績になって

ございます。 

 それから、耐震診断につきましては、平成17年度の

実績でございますが、７校９棟実施してございます。

大川目小学校、久慈湊小学校、長内小学校、宇部小学

校、山形小学校、三崎中学校、宇部中学校の７校でご

ざいますが、耐震診断の結果につきましては、これま

で全部を申し上げますと、診断を実施した23棟のうち

９棟が補強を要しない。残り14棟が補強を要するとい

うふうな結果となってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 37番、大上委員。 

○大上精一委員 ありがとうございます。 

 まず第１点、総務費、60ページでございますが、財
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産管理費について再びお伺いをいたします。 

 といいますのは、６月だったでしょうか、臨時議会

だったでしょうか、質問申し上げた経緯がありますけ

れども、我が自治区内にふるさと林道九戸高原線とい

うのがバッタリー村の九戸村境から平庭高原に至る路

線でございますけれども、これが開設されたわけであ

ります。そのことは大変いいわけではありますけれど

も、我が来内自治会内の悪津
あぐそ

という瀬月内ダムの下流、

九戸村境の部落が10戸ほどありますけれども、そこか

ら平庭に向かう場所でございますが、筆界未定地なの

で土地代金を払いたいんだけれども払えない、こうい

う説明をずっと受けてきたわけでありますが、筆界未

定地でも地権者の同意が得られて事業が進んだのかな

というふうに個人的にはそう思っているわけでありま

す。しかし、土地代金は筆界未定地なので整理したい

んだけれども払えない。地権者からは早く何とかして

ほしいということを再三再四にわたって、私にも口頭

ではありますけれども、お願いしてほしいということ

をいただいて、何回もお話をしてきた経緯がございま

す。 

 筆界未定地というのはわかります。しかし、旧村の

中には私は村有財産としてあるものの中にも筆界未定

地のものがなかったのか。ちまたでは消防署付近、あ

るいは外川井線もそうだというふうにうわさで聞いて

いるわけで、これはうわさに過ぎないわけであります

けれども、片やそういう筆界未定地を持ち、村有地と

して購入をできてきたということになると、このふる

さと林道のこの筆界未定地はどうすればいいのか、こ

こについてそろそろはっきりとした解決策を示してい

ただかないと、地権者は「だまされた」こうぼやいて

るわけでありますので、まずこの点についてひとつお

伺いをいたします。 

 それから、あと１点でございますが、ごく最近まで

支所の車、これに山形村と名を打ったものが最近まで

走っているのを見ておりましたが、これもやはり今現

在もそれであるならば、早くきっちりした方がよいの

ではないかな。きのう、おととい見たわけではありま

せんで、私が見たのはもう約１カ月前にもなるでしょ

うか、そういうことでございます。 

 この前お話をどなただったでしょうか、学校の入り

口という案内については改善されたようでありまして、

大変よかったなというふうに思っておるところでござ

います。 

 それとあと１点でございますが、これは教育委員会

でももう関係がないといえば関係がないのかなとも思

うんですが、久慈市には体育協会があるというふうに

伺っているところでございますし、旧村にもあったわ

けでありますが、合併直前にＮＰＯ、これによって運

営されるということが通って、そういうふうになった

わけでありますが、その過程は理解するわけでありま

すが、私は個人的には久慈市と市村合併するのである

ということであれば、この体育協会もしかり、お互い

の体育協会が話し合って一つの体育協会なり、両方Ｎ

ＰＯになるのであればＮＰＯと、そういう姿が望まし

いという意見を述べてまいったわけでありますが、い

ずれ経過は経過として、今住民からこういうおもしろ

くない話が出ているわけであります。何々大会に出て

久慈市で大会をやったんだが、何位になったと、この

報告は、私、ここにやまがた文化・スポーツＮＰＯか

らのお知らせというのを住民からもらってきておりま

すけれども、今は自治会長、前は部落会長と私どもは

言ってずっと何十年やってきたわけでありますが、部

落会長、その部落の中には体育の係というものがあっ

て、一式仕切って取りまとめてをして、村の大会に参

加をして、春はゲートボール、村民体の大会で盛り上

がって、秋には綱引きということで、非常に村は活気

にあふれておったわけであります。 

 しかし、今はどうでしょうか、全く住民参加、取り

まとめの通知、まとめる方もいない、だれかが出て試

合に出たようだ、こういう話を若い人たちが言ってい

るんです。私は勝ち負けは別として、やはり従来どお

りの姿勢をしていただくという理解で、ＮＰＯもなさ

れるというふうに理解してきたわけでありますが、現

況はそういうことであります。 

 村の活性化なんたるものはいささかも感じることが

できないわけであります。若い人たちが目を輝かせて

ものに参加するという姿勢が一番大事なのではないか

なというふうに個人的には思っているところでござい

まして、この３点についてお考えをお聞かせをいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（中塚佳男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） ただいまご質問

ございました公用車に記載といいますか、書いてござ

います名称についての部分でございますが、合併後な
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るべく速やかにということで予定をしていたところで

はございますが、一般の山形総合支所内にある公用車

につきましては、たしか１台ほどを除きすべて久慈市

と名称のところを変えてございますが、土木、それか

ら建設等の車両については、今後早期にやることとし

ておりますので、ご了解をお願いしたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 岩井山形総合支所産業建設

課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） 大上委

員からのご質問でありますふるさと林道九戸高原線に

つきましてでございますが、大上委員のご質問のとお

りでございまして、国土調査の結果、筆界未定となっ

ておるところでございます。筆界未定につきましては、

委員ご承知のとおり、買収するためには筆界が確定さ

れなければならない、こういうことになっておるもの

でございますので、現在のところまだ筆界が確定され

てございません。したがいまして、まだ未買収と、こ

ういうことになっているところでございます。 

 人数といたしましては、今手元に資料ないわけでご

ざいますが、８名ほどだったでしょうか、そういうふ

うな人数の方の中で筆界が確定されないままになって

おり、ついては買収できない、こういうふうな状況に

なっているということでございますので、お答えをさ

せていただきます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 角山形総合支所長。 

○山形総合支所長（角一志君） 私からは村道外川井

線と山形分署の筆界未定用地の関係で申し上げたいと

思います。 

 この外川井線、それから山形分署、これはいずれも

国土調査の前に取得しておりまして、国土調査の際に

筆界未定という格好に──当時は外川井線については

ちゃんとなっておりましたけれども、いろいろな問題

で途中から筆界未定と。山形分署につきましても、こ

れは国土調査の際に地主さん等がなかなか都合があっ

て会えないということで、現在は筆界未定が解消され

ている状況にあります。 

 それから、住民参加の関係で元気がないというよう

なお話でございます。これは旧山形村時代は生涯スポ

ーツ推進協議会、これが主体になりまして住民総参加

の体育大会を開催してきたわけでございます。その事

務は体育協会が行ってきたところでありますが、今回

そのいろいろな大会の参加ということは、市民体育大

会の種目等につきましては、いろいろ各体育協会を通

じながら出場しているというように伺っております。 

 ただ、住民総参加の体育大会につきましては、今後

山形地域といいますか、山形町内での活動が期待され

るところでございまして、これについては今動き出し

ているというふうに伺っております。 

 いずれこれまでの──確かに合併当時いろいろ予算

の問題等からありましたけれども、今後はまたこれま

でと同様の活動といいますか、そういう地域の動きが

出てくるものとご理解いただきたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 37番、大上委員。 

○大上精一委員 どういうふうに理解すればいいのか、

私の頭脳では判断できかねているわけでありますが、

例えばこの土地の売り買いについても、ふるさと林道

の場合は一辺倒で筆界未定なためにと、これは理屈は

そのとおりであるわけであります。しからば、外川井

線はいろいろあって筆界未定になっている。いろいろ

あるものをどうして村有地に買収できたのか、その手

法でふるさと林道もやっていただけないのか、こうい

ったことになるわけでありますが、いかがでしょうか。 

○委員長（中塚佳男君） 岩井山形総合支所産業建設

課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） 外川井

線の用地買収の件についてでございますが、買収をし

た時代といいますか、昭和50年でしたか、そのときに

は筆界が確定をされていたということになって買収を

したものでございます。その後におきまして、国土調

査の方に異議の申し立てが出まして、筆界が確定され

たものが確定されたものでなくなったといいますか、

そういうふうな状況になっている土地でございまして、

買収当時には双方が立会をして買収をされた。こうい

うふうに私は認識をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 37番、大上委員。 

○大上精一委員 私は公金を支出をして買うというこ

とになった場合に、そういう理屈はちょっと私は理解

できないんですが、途中で変更になった。しからば、

この公金の取り扱いをもとに戻す、入れるという行為

がなされなくてもよかったのかどうか。どうもこのふ

るさと林道については、迷宮入りというような感じの

心配をしているわけであります。 
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 道路開設時には、地権者も印鑑を押したからできた

のだろうというふうに私勝手に推測しているわけであ

ります。そこまで詰めたわけでも、勉強したわけでも

ありませんが、恐らく了解が得られたから事業が始ま

った。ここまではよかったんですが、そういうことで

あると、子孫まで行っても解決をしないまま、今当事

者としてはだまされたというふうに、自分たちの責任

もあると思うんですけれども、仲間のうちで立ち会っ

てもらえないからそうなっていると思わざるを得ない

わけでありますけれども、非常に残念だな。大きなお

金をいただける方もあるようなわけであります。こう

いう世知辛くなってくると、私は非常にその当人の考

えもわかるわけでありますが、本当にこれがこのまま

で終わって、我々も住民として、私は先が短いわけで

ありますので、非常に責任を果たせないで終わるのか

なという心配もしておりますし、行政は行政でそうい

う一辺倒の答弁をせざるを得ない。どうしたらよろし

いんでしょうか、本当に私は情けない話だなあと思う

んであります。市長さん、若干コメントいただけませ

んか。 

○委員長（中塚佳男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） この筆界未定等々土地にかか

わる課題というものが、時折見受けられるわけであり

ます。今ご指摘いただいた箇所につきましては、担当

課等から答弁させたような事情でもって、現在の筆界

未定といった状況になっているわけであります。 

 一般論として申し上げたいんでありますが、確かに

当事者同士の元気な間は、例えば書きつけ等がなくて

も、お互いの信頼のもとでやりとりがなされるといっ

たケースが見受けられました。ただ、その善意が、代

がかわっていくなどして状況が変わる中で、どうも書

きつけ等が見当たらないという状況が発生することも

確かでございます。そのときにしっかりとした書きつ

け等をお互いに残しておけば、あるいはこういった問

題も防げる部分もあったのかもしれません。ただ、そ

れはあくまでも仮定の話でございまして、現実として

そういった状況が散見されます。 

 したがって、私、これはまったく素人の発想であり

ましょうけれども、国の方においてこういった場合、

ケースを想定した解決の道筋といったものを定めてお

く必要があるだろう、このことの必要性は私なりに感

じております。 

 例えば、総面積はわかっていると、その中で筆界未

定のために持ち分が何割何割何割かということがよく

わからない。だったらば、総額で例えば国の機関に供

託をすると、支出するものがですね。供託をし、あと

は当事者同士でそこを解決していただいたならば、そ

こからまた支弁をするというような形で、一定の確定

をさせるような仕組みというものが必要だろうという

ことを感じてはおります。 

 ただ、現在の制度の中では、各担当等から答弁をい

たしましたように、解決の方途がないということで、

私どもも大変苦慮している状況にありますので、ご理

解を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○委員長（中塚佳男君） 37番、大上委員。 

○大上精一委員 非常にこのふるさと林道は随分と立

派な林道を通していただいたなというふうに感謝をし、

利用させていただいているわけであります。喜ばれて

いるわけでありますが、もう１点、平庭線に接続をふ

るさと林道がしたわけであります。この平庭線が工事

を若干今年度、ごく最近でありますが、始めていただ

いていることはありがたいわけではありますが、この

接続をする時点で平庭線も完了をしますから、地域の

住民の土地の地権者の皆さん、判こを押してください

ということで判こを押させた、押させたというと言い

方が悪いんですが、了解をいただいたという経過であ

ります。これは村議会でも何回も申し上げました。 

 最後でございますので、私あえて申し上げますけれ

ども、この平庭線の地権者の見通しも随分甘かったの

ではないか、ここにも所在がわからない方がおられる

とか、登記がスムーズにいっていないために、思うよ

うに工事が進まない、ふるさと林道を平庭線にドッキ

ングしていただいたのは、もうかれこれ四、五年には

なろうかと思いますが、そういう話で当局はご理解い

ただいたのではなかったか、議会で申し上げましたら、

当局はそういう話はしていません。こういうことにな

ったときがございました。しからば、議事録を起こし

てみてください。こういうことにもなりました。議事

録を起こしていただいたら、いや、大変申しわけない、

大上さんのおっしゃっているとおり載っています。こ

ういうことを行政がやるんであれば、住民に理解なん

てものではないんです。先の見通しもきっちりつけて

心配ない状態であったとき、ドッキングするとき、こ

この路線も完了しますとかなんとか、そういう見通し
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の甘さがあったためにこうなったと言わざるを得ない

わけでありますが、こういう難しい過去を皆さんにお

話ししても、ご理解をいただけない部分もあるかもし

れませんけれども、いずれこの平庭線もドッキングし

てから随分と足踏み状態。登記上の問題はなかなか難

しいわけでありますけれども、早く怠慢のないように

よろしくお願い申し上げたい、一言コメントをいただ

きたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 岩井山形総合支所産業建設

課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） ただい

ま大上委員からお話のありました平庭線についてでご

ざいますが、この件につきましても、現在地権者の相

続がなされていない方が１名ございます。しかし、相

続の関係は、現在いらっしゃる方であれば簡単に相続

もできるわけでございますが、行方不明というふうな

形で現在全く居どころがわからないといいますか、そ

ういう方が１名ございまして、その方の件から相続で

きない、こういう状況になっております。 

 そういうことから、平庭線が現在工事が遅くなって

いるわけでございますけれども、市といたしましては、

できるだけ早く完成を見たいということで、一生懸命

その相続にかかる人の行方につきまして現在聞き合わ

せながら調べているところでございますので、ひとつ

ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 10番、戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 決算書を見ても、予算書もそうなん

ですけれども、非常に各款ごとに数多くの補助金が出

てくるわけですよね。それで１点目は、その補助金の

申請を受けてからその交付決定までの流れがどうなっ

ているのかということが第１点。 

 第２点は、補助金を交付するわけですけれども、そ

れが効果的に働いているか、役に立っているかどうか

ということの確認も私も必要ではないかな。 

 どうしてかというと、山形の場合に、高齢化が進ん

だということもありますけれども、ホウレンソウハウ

スなんてものはかなり使われていないものが見受けら

れるわけです。そういうことにならないようにするた

めには、やはり先の見通しをもって必ず何年間は継続

してくださいよとか、なんかそういうような歯どめ策

を決定の段階でもやるべきではないかなと私はそう思

うんですが、そこら辺についての見解を伺います。 

 せっかく厳しい財政の中から補助金を交付するわけ

ですから、それに見合った使い方を、効果が高まるよ

うな使い方をすべきじゃないかな。これはいろいろな

産業振興の上からも、いろいろな団体の育成強化の面

からも非常に大事なことではあるとは思いますけれど

も、したがって、より効果的に使われるようなやり方

を、進め方をすべきじゃないかというふうに思います

ので、ひとつ見解をお願いします。 

○委員長（中塚佳男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 一般的な補助金交付

の流れについて申し上げますが、久慈市には補助金交

付規則がございまして、それに基づいて実施をしてお

ります。そしてそれぞれの事業にはまたそれとさらに

要綱といいますか、そういったものを定めてある場合

がございますし、契約で定める場合もございます。 

 まず、そういう補助金の予算なり、要綱が定められ

たものにのっとって申請をいたします。申請をします

と、その補助金交付の指令書が出されます。その出さ

れた指令書を受けてから、原則として受けて事業を執

行すると。事業を執行いたしますと、その終了したあ

とに報告書が出される。その報告書のとおりに事業が

執行されてあるかどうか。ただいま委員が申されまし

たけれども、その効果も含めましてといいますか、効

果は事前にもう審査するわけですが、そのとおり事業

が実施されたかどうかというものを確認をした上で、

補助金の交付をするというふうな流れになっておりま

す。大体そのような流れになってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） どなたかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、財産に関する調書について説明を求めます。 

 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） それでは、決算書の

352ページ、353ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 １公有財産、(1)土地及び建物の総括表からご説明

いたします。 

 この表の区分、縦の欄中本庁舎から公共用財産まで

は行政財産、山林から雑種地までが普通財産でありま

す。 
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 まず、土地ですが、決算年度中は教員住宅用地１万

466平方メートルを普通財産から行政財産に分類がえ

し、ほか２件を転用いたしましたが、全体として増減

がなく、決算年度末現在高の合計は2,149万8,124平方

メートルになっております。 

 次に、建物ですが、これは353ページ、右側の延べ

面積、計の欄右から２列目に2,044平方メートルの増

と減がありますが、これは教員住宅の普通財産から行

政財産への分類がえであり、全体の増減がなく、決算

年度末現在高の合計は22万3,098平方メートルとなっ

ております。 

 次に、354ページ、355ページをお開き願います。 

 このページは、土地及び建物の総括表を行政財産、

普通財産ごとに分類したものでありますので、ただい

まの総括表の説明でご了承をいただきたいと思います。 

 次に、356ページ、357ページになります。 

 まず、(2)山林及び(4)物権でありますが、決算年度

中の増減はありませんでした。 

 次に、(6)有価証券でありますが、これは株式会社

街の駅・久慈の株券の増加によるもので、年度末現在

高は１億960万3,000円となりました。 

 次に、358ページ、359ページになります。 

 (7)出資による権利でありますが、区分欄の一番下

の酪農ヘルパー基金拠出金38万9,000円の減少により、

決算年度末現在高の合計は28件で２億6,595万4,000円

になっております。 

 次に、360ページから365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25点の増、２点の減、決算年度末現在高は436点

となっております。 

 次に、366ページ、367ページになります。 

 ３債権でありますが、岩手県林業公社貸付金は償還

による25万円の減で、決算年度末現在高の額は４億

563万9,000円となっております。 

 災害援護資金貸付金は償還による5,000円の減で、

決算年度末現在高は339万5,000円となっております。 

 区分欄の一番下の中小企業融資貸付金は、全額償還

されたものであります。 

 次に、４基金であります。決算年度中に増減のあり

ました基金でありますが、(2)市債管理基金は１億418

万1,000円を積み立てし、決算年度末現在高は3億

4,924万円になっております。 

 次に、368ページ、369ページになります。 

 国民健康保険事業財政調整基金は2,145万9,000円を

取り崩して、決算年度末現在高は２億5,955万6,000円

になっております。 

 次に、(7)国民健康保険高額療養資金貸付基金から

(9)応急生活貸付基金までの３件の基金につきまして

は、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。 

 次に、370ページ、371ページになります。 

 （11)介護保険高額サービス資金貸付基金につきま

しても、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、(14)家畜導入事業資金供給事業基金は、58万

4,000円を取り崩して、決算年度末現在高は14万6,000

円になっております。 

 次に、372ページ、373ページになります。 

 (19)奨学金貸付基金及び(21)岩手県収入証紙購入基

金につきましては、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。 

 以上で財産に関する調書の説明を終わります。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を許します。 

 13番、皆川委員。 

○皆川惣司委員 358ページの酪農ヘルパー基金拠出

金、減額の理由をお知らせください。 

○委員長（中塚佳男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） 手元に資料ござ

いませんので、今取り寄せてご説明申し上げたいと思

います。 

○委員長（中塚佳男君） 37番、大上委員。 

○大上精一委員 ちょっとご指導いただきたいと思う

んですけれども、372ページの(19)、奨学金貸付基金

と名を打ってあるわけでありますが、ここの中の債権

（未収金）とありますけれども、この文言でいいもの

かどうか。このお金は随分と有効利用されていること

は喜ばしいわけでありますが、未収金という言葉は、

本来は償還時期が来ているのに回収できないものをい

うのか、貸し付けた部分は全部この文言で言われるこ

となのか、ちょっとはずかしいご質問でございますが、

ご指導いただきたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 大湊教育次長。 
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○教育次長（大湊清信君） 奨学金貸付基金の関係で

ございますが、これにつきましては、現在奨学生に貸

し付けている金額を債権（未収金）という形で表記さ

せていただいたものでございまして、現在貸し付け中

の債権部分にかかる金額というふうにご理解いただき

たいと思います。 

〔「了解」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 37番、大上委員。 

○大上精一委員 了解と言いましたけれども、今ちょ

っと考えたら、どうもこの未収というのは、償還期限

が来ておるのに回収できないものを未収というんじゃ

ないかなと思って、私はそう思うんですが、貸し付け

中は貸し付け中で結構なことだと思うんですが、これ

は貸し付けたものを全部未収、償還期限が迫らないの

も未収というのも何か納得いかないんですが、再度ご

説明願いたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） ご疑念の点もっともだと

思いますが、現在これは貸し付けておって償還にかか

る部分、要するに一括償還という考え方もございます

し、貸し付けた期間、２倍の期間で償還するというふ

うな考え方もございますし、いろいろな方法で償還し

ていただいております。ここの部分にかかる債権部分

が未収金という形で、私どもの方では分類していると

いうふうにご理解賜りたいと思います。 

○委員長（中塚佳男君） 大上委員。 

○大上精一委員 了解をすればよろしいんでしょうけ

れども、償還期限が来たものを言うのかなと思うんで

すが、違うわけですか。貸した時点から未収という、

償還期限が来なくても、未収ということの言い方をさ

れているんでしょうか。ちょっと理解する方が若干パ

ニクっておりますので、よろしくお願いします。 

○委員長（中塚佳男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 貸し付けは在学期間中月

割で貸し付けていくわけですが、その貸し付けをした

段階、要するに私どもで出金したというか、口座へ振

り込んだ段階で債権が生じるということになります。

これについては、いずれお返しいただくということに

なりますので、そこは債権が生じたことで未収金とい

うふうな表記をさせていただいたというものでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（中塚佳男君） 37番、大上委員。 

○大上精一委員 昼食時を過ぎて申しわけありません

が、皆様にもご迷惑をかけていると思っておりますが、

では償還期限が来て回収できないものは、どういうふ

うな言い方をすればよろしいんでしょうか。言い方で

理解をすれば。 

○委員長（中塚佳男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 償還計画がございますが、

その償還にかかわる部分でおくれている部分について

は、滞納金というふうな区分けをしております。以上

です。 

〔「了解」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 岩井山形総合支所産業建設

課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） 先ほど

の酪農ヘルパー基金拠出金の関係でお答えを申し上げ

たいと思います。 

 これまで補助金という形で出してきたものでござい

ましたが、旧山形村におきましては、出資金扱いとい

うことで対処してきたものでございますが、合併をい

たしまして、新久慈市となりましてから考え方を同一

にするというふうなことから、この出資金という項か

ら外すと、こういうことで減にしているものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で認定第18号の質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第18号「平成17年

度久慈市一般会計歳入歳出決算」は認定すべきものと

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（中塚佳男君） 起立多数であります。 

 よって、認定第18号は認定すべきものと決しました。 

 昼食のためこの際休憩いたします。 

 再開は午後１時30分といたします。 

午後０時06分   休憩 

──────────────────── 

午後１時30分   再開 

○委員長（中塚佳男君） 休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 この際、本日午前の答弁について補足訂正がありま

す。これを許します。 
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 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 先ほど平成17年度山形村

一般会計決算審査の中で、大上委員から10款の項目の

ところで久慈高校山形校振興会補助金に関するご質問

がございました。この答弁におきまして、説明不足の

点がありましたので、補足訂正をさせていただきます。 

 同振興会に対する補助金につきましては、平成18年

度予算の２款１項９目諸費の中に30万円を計上してお

りますので、補足訂正をさせていただきます。 

 いずれにいたしましても、山形校存続に向けた支援

対策等につきましては、鋭意努めてまいる考えでござ

います。 

 以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第19号 平成17年度久慈市土地取得事業 

      特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第19号「平成17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。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第19号「平成17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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第19号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第20号 平成17年度久慈市国民健康保険 

      特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第20号「平成17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。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第20号「平成17年度

久慈市国民健康保険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〕 

○委員長（中塚佳男君） 起立多数であります。 

 よって、認定第20号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第21号 平成17年度久慈市老人保健特別 

      会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第21号「平成17年度久

慈市老人保健特別会計歳入歳出決算」を議題といたし

ます。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第21号「平成17年

度久慈市老人保健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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第21号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第22号 平成17年度久慈市介護サービス 

      事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第22号「平成17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。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第22号「平成17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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第22号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第23号 平成17年度久慈市魚市場事業特 

      別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第23号「平成17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。 

 一括質疑を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第23号「平成17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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第23号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第24号 平成17年度久慈市漁業集落排水 

      事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第24号「平成17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。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第24号「平成17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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第24号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第25号 平成17年度久慈市国民宿舎事業 

      特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第25号「平成17年度久

慈市国民宿舎事業特別会計歳入歳出決算」を議題とい

たします。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第25号「平成17年

度久慈市国民宿舎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〕 

○委員長（中塚佳男君） 起立多数であります。 

 よって、認定第25号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第26号 平成17年度久慈市工業団地造成 

      事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第26号「平成17年度久

慈市工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算」を議題

といたします。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第26号「平成17年

度久慈市工業団地造成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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第26号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第27号 平成17年度久慈市公共下水道事 

      業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第27号「平成17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。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第27号「平成17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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第27号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第28号 平成17年度久慈市平庭高原施設 

      事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第28号「平成17年度久

慈市平庭高原施設事業特別会計歳入歳出決算」を議題

といたします。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 
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 それでは、採決いたします。認定第28号「平成17年

度久慈市平庭高原施設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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第28号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第29号 平成17年度久慈市簡易水道事業 

      特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第29号「平成17年度久

慈市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算」を議題とい

たします。 

 一括質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第29号「平成17年

度久慈市簡易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ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第29号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

認定第30号 平成17年度久慈市水道事業会計 

      決算 

○委員長（中塚佳男君） 認定第30号「平成17年度久

慈市水道事業会計決算」を議題といたします。 

 一括質疑をいたします。 

 20番、田表委員。 

○田表永七委員 それでは、２点質問いたします。 

 １点目は、水道事業の普及に関連する質問でありま

す。審査意見書３ページに記載されているわけですが、

表が二つありまして、普及状況という表を見て質問す

るわけですが、(A)から(C)を引くと、5,095人という

数字が出てくるわけであります。つまり上水道、簡易

水道、あるいは営農飲雑用水、いずれも利用していな

いといいますか、給水を受けていない市民が5,095人

いるのではないか、そう読み取ったわけであります。 

 この人たちは自力でよい水といいますか、優良な水

を安定的に供給するという水道事業ではよく説明を受

けるわけですが、そういうことを自力でできている人

なのかどうか、そういうことをお伺いするわけであり

ます。つまり5,095人の人すべて同じではないと思う

わけですけれども、大方は自前で十分な水を確保でき

ている人たちというように考えていいのか、あるいは

そうではない、これから事業の普及によって優良な、

良好な水を供給されなければならないと、そういう人

なのかをお伺いいたします。 

 ２点目でありますけれども、同じく審査意見書に記

載されている事項なんですが、16ページに給水料金の

収納状況についての表が載っているわけでございます。

現年度分収納率78.82％と、そういう報告がされてい

るわけでありますが、この78.82％に対する当局の見

解をお伺いしたい。 

 それから、未収額がそこに記載されているわけであ

りますけれども、かなりの金額、1,078万6,980円です

か、これの、細部にわたる必要はないですけれども、

主たる多い原因について、その原因別傾向といいます

か、――をお伺いをいたします。 

 以上であります。 

○委員長（中塚佳男君） 嵯峨水道事業所長。 

○水道事業所長（嵯峨喜代志君） 5,000何がしの水

道の恩恵を受けてない方々でございますが、すべてつ

ぶさに掌握しているわけではございませんが、自家水

道をもって対応しているものというふうに認識してご

ざいます。 

 ただし、昨年度来宇部の大沢地区、あるいは山居地

区等自家水が枯渇するような地区については、優先的

に未普及地帯の、エリアの解消を図ってございますが、

これらの残っている方々につきましては、現在のとこ

ろ具体的な整備計画は持ち合わせておりませんが、例

えば小規模飲用水供給施設整備等、あるいは小田瀬で

すか、農業構造改善事業等で整備したようないろいろ

な整備手法を用いながら、今後未普及地帯のエリアの

解消には努めてまいりたい、かように考えているとこ

ろでございます。 

○委員長（中塚佳男君） 佐々木水道事業所次長。 

○水道事業所次長（佐々木成人君） 先ほど78.82％、

通年でいきますと95.82％でございます。調定額は６

億623万4,950円に、収入済額が５億8,088万2,820円で

ございまして、通年でいきますと95.82％でございま

す。 

 ちなみに過年度分を含めますと4,374万9,800円でご

ざいますが、８月末でございますが、２億2,161万
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1,000円になってございまして、過年度分も含めまし

た収納率は96.7％でございます。 

 あと今回の場合は、３月に一括で請求を出しました

ものですから、若干収納率は下がってございます。水

道事業所の場合は出納整理期間がないものですから、

３月末で調定をつくるものですから、よろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○委員長（中塚佳男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第30号「平成17年

度久慈市水道事業会計決算」は認定すべきものと決す

ることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（中塚佳男君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第30号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

閉会 

○委員長（中塚佳男君） 以上で決算特別委員会に付

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、深く感謝を申し上げます。 

 これで決算特別委員会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

午後１時52分   閉会 

 


