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    午前10時00分   開議   

○副委員長（小野寺勝也君）  ただいまから、本日の

決算特別委員会を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第１号 平成21年度久慈市一般会計歳入

歳出決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  認定第１号を議題とい

たします。 

 一般会計歳出10款教育費。質疑を許します。梶谷委

員。 

○梶谷武由委員  おはようございます。教育関係につ

いて５点ほど質問をしたいと思いますが、まず、学校

教育にかかわる部分で、一つは173ページ、学校備品

にかかわる分です。地デジ対応のテレビが各学校に設

置をされたわけですが、今年度新設された学級には、

まだ設置されていないということを聞いているわけで

すけれども、その、すべての学級に設置するような考

えを持っているのかどうかお伺いをします。 

 それから、このテレビについて、一部の学校でとい

いますか、学級でといいますか、その、不評だという

ことも耳にしていますけれども、そういうことは教育

委員会のほうに耳に入っているでしょうか。これが、

テレビについてのことです。 

 それから、次は175ページ、交流授業、夢ネットを

活用した交流授業についての質問です。平成20年度の

実績で18件というのが、主要な施策の成果に関する説

明書で、の書いてあるわけですが、それが平成20年度

が18件であったものが、平成21年度は1,156件、その

大幅、とても、とてつもなく大幅に増加、これは、接

続回数ですけれども、そのようになっています。先生

方では負担に感じている先生もおられるというふうに
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聞いております。 

 で、この交流授業の場合、私も学校で仕事をしてい

た関係で、これを導入するとき、一部見せていただい

たんですが、担任の先生が１人では、とても授業を進

めながら、機器の操作から、相手の学校とのやり取り

というのでできないわけですが、それで、この交流授

業を行う場合に、サポートする教員あるいは職員を配

置しながら行っているのかどうか。この交流授業を行

う場合に、特にも小規模の学校の場合、先生が学級の

数と教員の数が同数、校長、教頭以外はすべて学級担

任という、そういう状況の中で行わなければならない

とき、その１人の担任の先生がそういうのを行うのは

非常につらいという話も聞いています。これが交流授

業にかかわっての部分です。 

 委員長、課が、これまたがっていくので、分けてや

ったほうがいいでしょうか。いいですか、続けて。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質問は二つか三つ程度

に絞って。質問させますから、許しますから。鹿糠沢

総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  私のほうからは、

地デジテレビの設置状況についてのご質問にお答えい

たします。 

 平成21年度の予算で申しまして、各学校に地デジの

テレビを配置し、まあ繰り越し事業となったわけです

が、今年８月いっぱいをもって、各学校の職員室と、

それから普通教室といいますか、各教室にすべて設置

が終わってございます。台数的には、小学校で151台、

それから中学校で55台、合わせまして206台の設置が

終わっております。 

 新設の教室といいますか、そのところはちょっと私

のところでとらえておりませんが、昨年度の予算計上

におきましては、職員室と普通教室、特別教室ってい

いますか、そちらのほうの教室すべてにということで

とらえております。 

 また、不評という点を聞いていないかということで

ございますが、テレビにつきましては、50インチの大

型テレビでございますので、教室の設置が非常にこう

狭い教室につきましては、どこに置いたらいいのかな

というふうな、設置の際にそういうことはお聞きして

おります。また、どうしても大きいテレビでございま

すので、設置するときに、設置場所が棚の上とかにな

っておりますので、その辺の心配もあるように伺って

おります。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  坂川学校指導課長。 

○学校指導課長（坂川孝志君）  それでは、夢ネット

を活用した交流授業について、私のほうからお答えさ

せていただきます。 

 支援、サポートするために教員をプラスしてとか、

そういったことは現在行っておりませんが、昨年度市

の担当者が各学校を回りまして、各学校の情報教育担

当者、あるいはその学校の先生方を対象に講習会を実

施しました。そして、その活用、使い方ですか、そう

いったものを学んでいただいたと。で、その後に各学

校で、その夢ネットテレビ会議システムを使った交流

というんですか、そういったものを実施していただい

たところでございます。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  テレビの関係については、今年度新

たに増設、増設というのか、新たに設置された学級へ

の配置は、のことについてはいかがでしょうか。 

 それから、その交流授業の部分については、先生方

の評価というのはどのように届いているか、そこの点

についてお伺いします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  新設学級につきま

しては、今後閉校等する学校等もありますので、その

辺の状況を見ながら対応してまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  坂川学校指導課長。 

○学校指導課長（坂川孝志君）  学校のほうの評価と

いいますか、につきましては、その活用していただい

た後状況を確認したところ、まず、使い慣れていない

部分もあったせいもあって、なかなか使用にちょっと

苦労されたという情報もございますし、一方、他校の

子どもたちと交流することができたと。例えば、小学

校６年生が中学校に進学するわけですけれども、その

際に中学校の生徒と、中学校生活はこうだとかいうよ

うな情報等の交流ができたとか、あるいは小規模校同

志で、なかなかその、少人数の部分もありますので、

学校の中だけではいろんな子どもたち同士、同年代の

交流ができないんだけれども、そういったことを活用
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することによって交流を深めることができたという情

報もいただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  それでは、次の質問に入りますが、

179ページ、文化財展示施設にかかわる部分ですが、

一般質問のところでも、たたらの製鉄関係、このこと

についてのことも取り上げられたわけですが、岩手県

の県教委、県教育委員会が発行した「文化財調査報告

書122集」というので、岩手の製鉄遺跡というのがあ

るわけですけれども、ここの、その調査が平成14年度

から17年度の３年間にかけて調査を行ったと。で、こ

れは、各市町村の教育委員会の協力を得て作成をした

ものだというふうに書かれてあって、九戸、二戸地区

の概要のところで、鉄関係の遺跡の数について、この

調査報告書の中にあるわけですが、田村栄一郎氏の調

査結果で、久慈市の分では42カ所というふうに書いて

あるんですが、この遺跡にまとめられた一覧表の中で

は、久慈市はわずか２カ所だけ載っていると。他の町

村、市町村については、おおむねそれ、田村栄一郎氏

の報告に近い箇所数が載っているわけですが、この久

慈市だけが異常にその数値がかけ離れているというこ

とで、ここの部分についての、その、本当はどうなの

か。もし、その、状況等がわかれば、あるいは今後調

べてその正確なのを記載、あるいはきちんと調べて把

握しておく必要があろうかと思うんですが、そこの点

についてお伺いをします。 

 それから次は、189ページの市民プールにかかわっ

てです。プールの使用料のことですが、使用料そのも

のは、特に小学校児童なんかの場合、金額的には安く

設定をされていて、この金額はいいわけですが、使用

する時間帯が、その時間帯ごとに金額が設定をされて

いて、例えば12時から３時まで、次は３時から６時ま

でというふうになっています。この近く、ぎりぎりの

ところに、例えば２時半ごろ行って入っても50円取ら

れて、で１回30分すれば全部プールから上げられて、

また50円取られると。取られるという表現はちょっと

まずいですが、50円の使用料を払わなければならない

というような声があって、ここのところについての配

慮といいますか、行い方というのについて、今後考え

る余地がないものかどうか。子どもたちであれば、天

気がよければ毎日のように行きたいと、行くと。そう

いうときに、どうしても金額的なことも出てくるので、

何とかならないでしょうかという声を聞いていますが、

そこについてお願いをします。 

 それから 後は193ページ、給食センターの給食費

の調理の配送業務委託料のことについてです。で、平

成20年度は7,831万円、平成21年度が9,209万円と17％

増になっておりますが、このように大幅に増加した理

由はどこにあるでしょうか。学校数は減っていると思

いますし、ということでお伺いをします。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  面代社会体育課長。 

○社会体育課長（面代民義君）  市民プール等の時間

帯の割り振りによる料金等、例えば、１時に入って３

時の入れかえで、またぎりぎりに来た場合、小学生等、

まあ小学生60円でございますが、検討はということだ

ったと思います。確かに、利用者のアンケートとかそ

ういう中でもそういう声は出ておりますが、当面はこ

の入れかえの時間は、絶対安全面の配慮とか、薬品等

必要ですので、当面はこれで続けたいと考えておりま

すが、このぎりぎりの場合とか、小学生というと特に

お小遣いで入ってるということだと思います。この辺

については今後の課題としてとらえております。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  櫛桁学校給食センター

所長。 

○学校給食センター所長（櫛桁善一君）  学校給食集

配送業務にかかわってのご質問でございますが、20年

度と21年度の差が大きいということでございますが、

20年度におきましては、旧センターで実施してござい

ます。21年度においては、新センターの建設等ありま

して、ハセップ概念に基づいて衛生管理を徹底したと

いうことで、調理部門とか、さまざまな部分を区切っ

て調理をしています。そういった部分で人数の増加が、

調理員の増加がふえたということと、あと、旧セン

ターではなかった炊飯業務がふえました。その関係も

ありまして、人数が４人ほどふえてございます。それ

に伴いまして、調理員等の給与関係等がふえたという

ことになります。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  それでは、ご質問をい

ただきました報告書の数値に関してお答えをいたしま
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す。 

 ご質問をいただきました報告書につきましては、平

成17年度に岩手県教育委員会が発行した報告書「岩手

の製鉄遺跡」であると認識しております。ご指摘をい

ただきましたとおり、説明文中、本文中におきまして

は、「久慈市42」と記載されており、後段の一覧表に

は「２カ所」の遺跡が掲載されております。しかしな

がら、こちらの調査に関しましては、県教育委員会が

独自の方針で調査を実施し報告書をまとめたものであ

ると認識しております。なお、本文中におきましても、

記載されている遺跡の数はすべてを網羅したものでは

ない旨の記載もございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 また、このことから、県教育委員会では、遺跡台帳

によって製鉄関連の遺跡が数多くあることは把握して

いるものであって、今回の報告書にはその一部を掲載

したものであると認識しております。ただ、今後にお

きましては、同様の調査や研究などが行われる際には、

市教育委員会として適切、適正な情報提供に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  給食調理集配送業務、ここの分につ

いてですが、これは配送業務の委託だけではないとい

うことですか。この文面からして、配送業務のみとい

うふうに私はとらえて、あれしたったんですが、調理

する者にかかわるのも含めているというのであれば理

解ができます。そこの確認をお願いします。 

 それから、この遺跡のこの関係の報告書にかかわっ

てですが、なぜ久慈市の分だけがこのように差があっ

たのか。ここの分については、ちょっと理解をしかね

るわけです。野田村、あるいは、この時点では合併前

の資料ですので種市町、それから大野村、山形村、こ

この分については、大体その同じような、似たような

若干のずれは当然ありますけれども、箇所数が記載さ

れているにもかかわらず、久慈だけが大きなその開き

があると。で、ここには何かその、調査の仕方、ある

いは協力体制、まあ大分前のことですからあれですけ

れども、あったのではないかなという気はするんです

が、今後の部分については何らかの機会をとらえて調

べておいて、先ほど課長が答弁があったように、その

資料としては整えておいていただきたいものだという

ふうに思います。 

 以上で質問を終わります。 

○副委員長（小野寺勝也君）  櫛桁学校給食センター

所長。 

○学校給食センター所長（櫛桁善一君）  私の説明不

足で申しわけございません。本業務は調理及び集配送

の業務でございます。よって、調理員に係る業務につ

いては中に入っているということでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  先ほどの遺跡の報告書

の件につきましてお答えいたします。 

 これに関しましては、一覧表の調査箇所等を見ます

と、ある程度地域がまとまった部分の表記になってい

ます。これは、現地調査が行われた部分の掲載をして

いるのであると認識しています。また、先ほどもお話

しましたが、市教育委員会におきましては、現地調査

を行い、埋蔵文化財包蔵地台帳、通称遺跡台帳と言い

ますが、こちらに製鉄に関する遺跡の場所、埋蔵文化

財の場所を85カ所認識しております、台帳に掲載して

おります。委員からご指摘がありましたように、今後

同様の調査等がある際には、適切なこのような情報提

供に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  ２点お尋ねをしたいと思います。 

 １点目は、学校給食についてでございます。たしか、

２学期になってすぐのあたりかなあというふうに聞い

たったんですが、麺を使用した給食の日に、何かトラ

ブルがあって、学校現場、大変苦慮されたという話が

ありましたが、それがあったのであれば、その経過等

についてお聞かせをいただきたいと思います。 

 もう１点は、私、たしか、合併前の議会にお尋ねを

したことがございます。アンバーホールの付近に筆界

未定の土地があるということで、いずれこれは何とか

しなればならないなということでお尋ねをしたことが

ございます。と、言いますのは、あの付近、せっかく

立派な施設があるわけでございますが、堤防側、あの

辺が、ことしは特に見るところ草がぼうぼうしたりし

て、景観上こう余り芳しくないなと、そういうふうに

思ってます。まあ、その当時もそういうことでお尋ね
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をしたら、筆界未定のところがあるのでなかなか厳し

いという答えをいただいてございました。その後の経

過等について、あればお尋ねをしたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  櫛桁学校給食センター

所長。 

○学校給食センター所長（櫛桁善一君）  ２学期始ま

っての、学校給食にかかわっての質問にお答えしたい

と思います。 

 まず、８月26日でございますが、まず内容でござい

ますが、献立どおりのメニューが出せなかったという

ことでございまして、内容につきましては、献立は、

月２回実施しております麺給食の日でありました。で、

主食はみそラーメン、副食はポテトのチリソース煮、

デザート等にはゆで卵と果物のナシ、そして牛乳等と

いうことでございました。で、麺につきましては、業

者から給食センターや学校へそれぞれ納入されてござ

います。 

 で、私のほうで10時25分ごろでございますが、検食

を実施してございます。で、そのときに、麺がちょっ

と異常にやわらかく、そして封を開けたところ、ちょ

っと異臭、まあ俗に言う「あめた」においと言います

か、そんな感じを得たところです。で、私と判断して、

学校の食はできないだろうということを判断して、そ

の旨学校に伝えまして、麺のみ、みそラーメンの具等

とか、先ほどの副食とか、そういった物については食

させましたが、麺のみを回収して、その代替えという

か、かわりとしておなかがすくということで、おにぎ

りを配付したところでございます。ただ、数量が多い

ことでございまして、時間的に給食時間には間に合わ

なかったと。また、一部の児童に渡せなかったという

ことがあったものでございます。まあ、センターとし

ましては、今後におきましても、さらに安全、安心な

学校給食に努めてまいりたいと考えてございますので、

ご了承願います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  アンバーホール周辺の

筆界未定地の件でありますが、平成21年度に国土調査

が入りまして、調査の結果解決したものであります。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  その８月26日の給食の件では、給食

センターも大変ご苦労されたということで、まあ大変

だったなあと、そういうふうに思ってます。原因とい

いますか、その麺、たまたまある学校で聞きましたら、

ふたを開けたら、まあ何か「もわっ」と、こうあった

かく感じたとか、そういう話もあるんですが、その原

因についてはどういうふうにとらえておられるのかお

尋ねをしたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  櫛桁学校給食センター

所長。 

○学校給食センター所長（櫛桁善一君）  当日、納入

した麺業者のほうから、まず、麺の普段とどういった

違いがあったのかということを確認いたしました。で、

そうすると、前の日、冷蔵庫に保存するわけでござい

ますが、それの温度が普段より、まあ通常であれば七、

八度かということでありますが、それがちょっと高め

だったということ。あと、冷蔵庫入れる間に、他の物

が入っていたということで、それを引き出す間に、そ

の、冷蔵庫に入れるまでの時間が要したということを

聞いてございます。 

 で、検査の結果といたしましては、一般細菌といい

ますか、そういった物が基準値以上出たということで

ございまして、うちとしては、その先ほどの保存温度

と冷蔵庫へ保存するまでの時間を要したという部分が

原因であったのかなと考えてございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  まあ、いずれ原因といいますか、そ

ういうことについても給食センターのほうでいろいろ

つかんでいると、そういうことなようですので、まあ

今後は業者さん等とも検討しながら注意をしていただ

ければいいのかなと思います。 

 あと、今、一遍に聞けばよかったんですが、アン

バーホールの筆界未定の関係、21年の国調で解決した

ということのようでございます。まあ、これは大変よ

かったなあと思ってます。そこで、先ほどもちょっと

触れたんですが、堤防側の大変草等が茂っていて、景

観上、こうせっかくの施設が際立たないといいますか、

そういう状況もあるんですが、その辺、解消できるの

であれば、何とかしていただければなと思うんですが、

お尋ねをしたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  堤防側の雑草等といい

ますか、景観をよくしたほうがいいのではないかとい
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うお話であります。堤防側の他の、例えば前面、側面

等に関しては、常時管理等を行っているわけでありま

すので、堤防側につきましても、今後その手法等検討

してみたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  給食のことについてでご

ざいますが、業者には、教育長、私等も立ち会いまし

て、きつく注意をしたところでございますが、今後に

おきましても厳重注意をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  これ、中学校費、小学校費に関連す

るかと思いますが、全国学力調査問題について若干お

聞かせいただきたいと思います。 

 今年度は、抽出校があって、久慈市の場合は抽出校、

何校であったのか。それから、いわゆる希望校が全国

では１万4,000校あったように、そういうふうに聞い

ておりますが、市内には希望校があったのかどうか、

まずお聞かせいただきたいと思います。 

 それからもう１点、今、桑田委員のほうから学校給

食の問題であったわけですが、今、業者のその冷蔵庫

の問題とかあったんですが、いわゆるその麺類を業者

が搬送するときに、そのいわゆる冷凍、冷蔵の機能を

持った車で配送になってるのかどうか。何かそういえ

ば、発泡みたいなのに入って搬送されたかに聞いてる

んですよね。 

 そういった意味でいえば、特にことしの異常な残暑

なり、酷暑の中で、そういう意味では、かなり想定さ

れる、悪くなるのは、麺が悪くなるのはそれ当然わか

ってますから、そういうことは想定されると、そうい

うふうに思うんですよ。そういった意味では、先ほど

の答弁では、冷蔵庫が云々とか、冷蔵庫の温度が普通

より温度が高かったとか、あるいはその冷蔵庫にいろ

いろなのが入っていて、入れる時間がかかったとか、

極めてその衛生面から言うと、業者の対応のずさんさ

がここに出たのかなというふうに思うんですが、それ

に対しての点検がどうなされたのか。 

 で、月２回の麺を出してるんだというようなお話で

したが、今後、子どもに安全な食を供給することから

言えば、そういったその衛生面での、いわゆる設備的

な点での対応というか、そういうその設置の対応は必

要じゃないかなというふうに思うんですが、そういっ

た点、どういうふうな点検したのか。きちっと原因を、

原因についてちょこっと出ましたけども、給食セン

ターとしては、きちんとここで、どこで問題が発生を

して、きちっと出さないと、また出るわけですから、

そういった点では外注なり業者に委託するという状況

の中で、給食センターが直接手が届かないとこで問題

が起きたところに、いずれ、この８月26日に問題が起

きたと。で、そういった意味では、今、言った原因を

しっかり調査をして、教訓をくみ取るべきなんですが、

その点もう少し詳しくお聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいまの城内委員のご質

問に私のほうからお答え申し上げますが、まず、全国

学力学習調査の件でございますけども、抽出校、これ

は小中合わせて９校でございます。それから、希望校

についてのこのご質問の内容について、ちょっと私聞

き取りかねましたので、もう一度改めてお願い申し上

げたいと思います。 

 それから、給食センターの給食の先ほどの件でござ

いますが、城内委員もご心配されるように、我々も常

に子どもたちの口には安全、安心な物を提供しなけれ

ばいけないというふうな使命を帯びてますから、当然

その細心の注意を払いながら提供しているわけでござ

いますが、今回の場合は、先ほど給食センターの所長

から申し上げましたように、その保管する際の時間的

なタイミングと申しますか、すぐこの冷蔵庫に入れる

ことができなかったという一つの原因。 

 それから、もう一つは通常の冷蔵庫での、冷蔵庫内

の温度が若干高めの温度になっておったというのが原

因としてはっきりしてるわけでございます。で、これ

は、市のほうで食材を市内の業者さん等から購入をし

て、学校給食センターで調理をするといったのが基本

的な方法でやってるわけでございます。その際には、

衛生管理等もしっかりしながら、試食等をしながら検

査をしていくわけですが、この麺の場合は、当日麺を

ゆでて配付するということが一番理想的ですが、そう

はなかなか時間的に許す部分が少ないものですから、

できないものですから、前日にその麺を一度ゆでて、

それを冷蔵保管すると。で、配付する当日に、朝にそ

れを蒸気でもって殺菌しながら麺を温めるという方法

を取って、それを業者がそれぞれの学校に配達すると
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いうふうな方法を取ってるわけです。 

 で、その当日の朝行われたことについては、それは、

特に問題なかったのですが、前日の、ゆで上げてから

冷蔵庫に入れるまでの時間、あるいは冷蔵庫の設定温

度の問題でございまして、ここのところは、業者自身

もそういったミスがあったことはよく理解し、深く反

省をしているというふうなことで、これらについては、

二度とこういうふうなことがないように、私のほうか

らもご注意を申し上げましたし、それから検食の部分

についても、そういったことがないのが前提でござい

ますが、もしやのことを考えながら、学校給食セン

ターでは毎食この検査をしながら、安全な物だけを学

校に運んでいるというふうなことでございますから、

そういったところでご理解を賜りたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  初のその全国学力調査問題で、今

抽出校は９校だったと。で、希望校が何校あったのか

をお聞かせください。その希望校があった際に、まあ

全国では、いろんな方法で採点してるようですけども、

例えば福井県では県教委が採点して、予算900万ふえ

たとか、秋田県では自校で教員が採点したとかあるん

ですが、その、例えばその希望校についてやった場合

に、採点方法とか採点基準とかどうなっているのか。

どういうふうにやったのかお聞かせいただきたい。ま

あ、なければいいわけですけれども、久慈市の場合は

どうだったのかということをお聞かせください。 

 そこで、今、いろんな原因については特定したよう

な。わかりましたね、今の質問はね。 

 それから、今給食センターの問題ですが、８月26日

付で保護者あてに、センター所長の名前でお詫びの状

が出ております。そういった意味では、議会が始まっ

たのは８月27日から本議会が始まってますよね。そう

いった意味では、ほんとは議会で諸般の報告なりでき

ちんと報告すべき問題でもあったような、私は重大問

題だと思うんですよ、これはね。あえて、決算で指摘

申し上げてるわけですけども、やはり検食で子どもた

ちの口に、このあめたラーメンが入らなかったという

ことについては不幸中の幸いであったというふうに思

います。そういった意味では、検食を随時やっている

ことについては、それはそのとおりだと思いますが、

そこで、業者が前日時間かかった、あるいは設定温度

が高かったということから見れば、いわゆるその今現

在のその規模の麺類の支給の仕方、学校給食のあり方

の中で、業者の側の設備不足とか、そういった点はな

いのか。単なる管理不足でこの温度が高めだったのか。

あるいは、その今先ほどの説明では、いろんな物が入

り過ぎてて、それを出したり入れたりする中で時間を

要したという話がありましたから、そういった意味で

は、その冷蔵庫自体の規模、大きさが、いわゆる学校

給食の麺の対応できるような規模になってない。設備

不足も当然そこに考えられるのではないかというふう

に先ほど感じたんですが、センターとすれば、教育委

員会とすれば、今後安心して麺類を出すということに

ついても、まあ月２回出すということですが、そうい

った点検が必要じゃないかというふうに思うわけです。 

 で、もう一つは、この酷暑の中で、ことしは特に35

度なり、外気温が相当高い日が続いた中で、この従来

麺２回やって来たから出したんだというふうな答弁あ

ってましたけれども、そういった意味では、やっぱり

気候風土、気温の状況によって、やはりメニューにつ

いてやっぱり変更して、安全な食を提供するというこ

とが必要ではなかったのかというふうなことを感じま

したが、その点いかがでしょうか。 

 それから、この文書では、パンあるいはおにぎり等

を配付したということでございます。たしか、おにぎ

りも１人１個だというふうに聞いてるんですね。それ

が、小学校、中学校それぞれ１個ですから、まさにそ

の、特に中学校の場合は当然足りなかったというのが

あるわけですが、そういった意味では、その１校の、

まあ個数も相当あったと思うんですが、１個の配付と

いうのは、１個しか配付できなかったのか。もう少し

すれば、複数配付するということも必要ではなかった

のかなというふうに思うんですが、その点は可能でな

かったのかお聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  まず、学力調査の件でのご

質問でございますが、希望校は小中合わせて20校でご

ざいます。合わせて29校ということになります。 

 それから、採点等に関しての部分については、学校

指導課長のほうからお答えを申し上げます。 

 それから、給食センターの件でございますが、まず

は、業者さんの設備の部分でございます。これについ
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ては、先ほどお話申し上げましたように、いわゆる作

業の手順、それらをきちっとしてもらうというのがま

ず一つ。そこでまず一つは解決できるだろうと。 

 それからもう一つは、大きさ、冷蔵庫の大きさ、こ

れについては、これまでの麺給食の際の実績等がある

わけでございます。今回が、まあ私から言うのも変で

ございますが、たまたまその日だけがそういう状態に

なったというふうなことで、冷蔵庫自体に故障がなか

ったのかどうかそれらも業者のほうではしっかりと調

査をしながら、故障があった場合には当然修理等必要

になるでございましょうし。で、今私のほうで聞いて

ますのは、今後はそういった温度設定を誤ったり、そ

の下げられない状態にはならない、なってないという

ふうなことを確認してございます。 

 で、あと、おにぎりが１個だけだったというお話で

ございますが、先ほど桑田委員さんのご質問の際に、

給食センター所長から、当時のその日の状況を報告い

たしましたが、その際、全く子どもたちの口に給食が

入らなかったわけではなくて、配付された物の中で麺

だけを回収したと。で、残りの副食である、デザート

であるゆで卵とか、あるいはフルーツ、あるいはポテ

トを、芋の料理とか、それからみそラーメンでしたか

ら、麺以外の物を考えて想定していただければわかる

んですが、豚肉が入っていたり野菜類が入っていたり

というふうなことになるわけです。で、そういったこ

とでもって、校長先生方から聞いた際にも、実際これ

私直接聞きましたけども、そんなにそんなに空腹で体

調が崩れるような感じではなかった。ただ、体格のい

い子どもなり何なりは、少し空腹感を早く感じること

があるのかなというふうな状態だったというふうに私

は思ってございます。 

 で、それは聞いた事実でございますが、あとは、お

にぎりそのものも3,500個超える数をつくらなきゃな

らないわけです。それは、１人２個、３個出せれば、

それはいいのかもしれませんが、そこまで必要性があ

ったのかどうかということと、それから、その数自体

が短時間で準備しなければいけないということもあっ

たものでございますから、これが 大限のできる我々

の対応だったというふうなことでございますから、ど

うかご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  坂川学校指導課長。 

○学校指導課長（坂川孝志君）  それでは、私のほう

から、全国学力学習状況調査の採点方法についてお答

えいたします。 

 これにつきましては、県教委の集計分析システムを

活用して行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この、県教委の採点システムを使っ

たということですが、そうすると、その分の自己負担

はないわけですか、全く。 

○副委員長（小野寺勝也君）  坂川学校指導課長。 

○学校指導課長（坂川孝志君）  全くございません。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  中平委員。 

○中平浩志委員  それでは質問させていただきますけ

ども、学校関係になるのかな、まず１点目は。皆さん

方も承知のとおり、ことしの岩手県の中学校の大会で、

長内中学校柔道は男女とも優勝という形で、この間全

国大会行ってまいりました。やはり、長年の積み重ね

がああいうふうなすばらしい結果になったなあという

ふうに、私は喜んでおりますし、また市の教育委員会

の皆さん方も多分喜んでいるんじゃないかなというふ

うに思います。やはり、長年の積み重ねというのは一

長一短で、指導者がころころ変わるんじゃなくて、あ

る程度継続的なものを持ちながら、長期的にやってい

く部分が非常に大きいというふうに思っております。 

 そういうふうな部分を考えれば、まだこういう話を

するのは早いかもしれませんけども、もうちょっとす

れば人事異動のまた季節がやってまいります。やはり

柔道のまちづくりを標榜しているこの久慈市としても、

例えば長内中学校には専門の指導者もおりますし、久

慈中学校にはいないと。また、侍浜は臨時職員の方が

対応しているというふうな部分を考えますと、県教委

に対して働きかけをしながら、もっといい部分での柔

道の底上げというふうな部分を考えれば、中学校等に

働きかけをして、いい指導者を呼んで来てもらえれば、

さらにレベルアップにつながるのかなというふうに思

っております。 

 さらにつけ加えれば、ついこの間の「三船十段杯」

でも、市内の記念館をはじめ、中学校の生徒たちも活

躍しております。特に、長内中学校に関しては、第２

位ですか、団体戦。で、女子に関しては、優勝という
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形になっております。やはり、そういった部分も考え

れば、やはり柔道のまちづくり、「ああ、久慈市さん

はすごいですね」というふうなことを、内外にもっと

広める部分の役に立つというのも変でしょうけども、

広めるためにもいい部分ではないかなというふうに思

っていまして、その考えをお聞かせください。 

 次に、社会文化課になるというふうに思います。麦

生の学校を利用して、今、何だっけ、あれ、「あーと

びる・麦生」やっております。まあ、あれ自体は私す

ごいすばらしい、いいことだなあというふうに思って

おります。ただ、疑問符が、あれはどういったメン

バーでどうふうな形でやってるのかなと。私が若干知

ってる部分に関しては、あれを立ち上げるときに、各

市内の、個人含めて団体、寄附金を集めたと思います。

その、寄附金というのは、どういうふうな形で使われ

ているのかが一切ないと。で、何人ぐらい、どれぐら

いの金額を集めたというのも、一切公表されておりま

せん。 

 やはり、まあ、行政側であの施設を貸しているとい

うことは、そういうふうな部分に関してもある程度把

握しておかないと、私はまずいんじゃないかなという

ふうに思っております。ただ単に、個人的に、個人的

というのも変でしょうけども、好きなようにやってく

ださいじゃあ、やっぱり後々問題が発生すると思いま

すし、細かいとこまでとは言いませんけれども、どう

いうふうな資金の流れで、どういうふうな金の使い方。

で、どういうふうな企画をしてるのか。ある程度把握

して、それをやはり、まあ市民の皆さん方がある程度

わかるような形で公表してもいいのかなというふうに

思いますけども、その指導かたがたお伺いいたします。 

 次に、これもことしの春先ですか、小田観螢の記念

碑、あれが購入されましたけども、やはり、どうも市

内見て、まあ久慈市を見てみますと、文化的な人たち

の宣伝といいますか、もうちょっと偉人の皆さん方い

ますので、そういった部分では内外にアピールして、

なおかつ市内の皆さん方にももうちょっと、昔こうい

うふうな方がいましたよと。内外的にも対外的にも立

派な方ですよというふうな部分をお知らせするという

のも必要な部分ではないのかなというふうに思います。

特に、小田観螢さんについては、北海道でも小田観螢

さん住んでましたので、そういった部分も考えれば、

よそではなくて、やはり地元の久慈市がもうちょっと

ＰＲする部分ではないのかなというふうに思いますの

で、考えをお聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  私のほうからは、柔道につ

いての指導者の件についてお答え申し上げますが、こ

れ委員さんおっしゃるように、中学校の子どもたちの

この技術力の向上というのは大変目覚ましいものがあ

ります。そういった意味では、毎日学校で指導してい

ただくことができる、その 大な力というのは、やは

り教職員の先生方であります。これは間違いないとこ

ろでございますが、これについて、今委員さんおっし

ゃったような形で、長内中学校には教員の方が指導し

ております。そういったこともあってなのかもしれま

せんが、結果、いい成績を残している。技術的にも大

変すぐれたものを持っているというふうな状況になっ

てます。 

 で、これについては、これまでもこの私ども市の教

育委員会としましては、県教委のほうにも、そういっ

た人材についてご配慮いただけるように、これまでも

お願いをしてまいりました。で、これからもそういっ

たことについてお願いをしてまいらなければならない

というふうに考えてございますので、さらに今の件も

踏まえまして、さらにお話ししてみたいというふうに

思います。それからまた、県教委での地域のスポーツ

人材の派遣事業も実施しておるわけでございますから、

これらについての要請もしてみたいというふうに考え

ます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  小田観螢の記念碑が、今

度また市に寄附されたわけでございます。そういった

ことで、小田観螢に限らず、そういった偉人等のＰＲ

といいますか、でございますが、まあ小田観螢につき

ましては、旧長中の歴史民俗資料室等に展示はしてご

ざいます。してございますが、ＰＲ不足ということも

あるわけでございますので、その資料室のＰＲもして

まいりたいと思います。さらには、その小田観螢に限

らず、偉人あるいは遺跡等も機会をとらえてＰＲして

いきたいと思います。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  私のほうから、
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「あーとびる・麦生」についてお答えいたしたいと思

います。 

 春先に寄附金ということでございましたが、立ち上

げ時には、正会員の方に会費１万円、それから準会員

の方も１万円というふうな、会費というふうな資金を

集めたというふうに伺っております。それから、立ち

上げ時には発起人が15名ほどおり、元教師とか、市役

所の職員とか、消防士とか、そういう方々が集まって

立ち上げたものでございます。 

 それから、もっと公表すべきではないかということ

でございますが、実は９月１日なんですが、「あーと

びる・麦生」のほうでホームページを立ち上げてござ

いまして、それをごらんになれば事業内容等載ってい

るようでございますので、載っている、載っておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  中平委員。 

○中平浩志委員  その、あーとびるなんですけども、

再度。まあ、会員を集めてと言ってましたけども、そ

の会員の皆さん方に何もお知らせがないというふうな

ことも私聞いております、一切。やはり、まあ会員を

募ってやってるでしょうけども、どうなんでしょうね、

こういった部分に関しては。会員を募って、その会員

の皆さん方には一切何にも音さたがないと。何をやっ

ているのか、一切我々は関係しなくてもいいのかとい

うふうな、極端な言い方をすれば、言ってる方もいら

っしゃいます。やはり、決して悪いことをやってない、

いいことをやってますので、もうちょっとオープンに

やっていただいて、私すごいいいことじゃないかなと

思います。それを何で公表できないのか。何でもうち

ょっと会員の皆さん方に対して、ある程度お金を払っ

ていただいておりますので、そういった皆さん方に手

厚くできない部分なのかなと。 

 確かに、ホームページを立ち上げて、これから何や

るというのは、それは見ればわかります。ただ、それ

以前の問題として私は聞いておりますけども、やっぱ

りそういった部分は行政側でもある程度指導していく

必要が、私はあるんじゃないかなというふうに思いま

す。これが、ことしだけの事業じゃなくて、来年、再

来年も多分やっていくでしょうから、そういったこと

を考えれば、もしかすれば不平不満、そういうふうな

部分では出て来る可能性も、これからあるのかなとい

うふうな危惧を持っておりますので、そういうことが

ないようにしたいなと、私自身は考えておりますので、

そういった部分での、再度答弁をお願いいたします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  「あーとびる・麦生」につ

いての、再度のご質問でございますが、この「あーと

びる・麦生」、先ほど課長からお答え申し上げました

とおり、芸術の振興だとか、村づくりの推進、子ども

の健全育成といったことに寄与するというふうなこと

での目的でもって設置された。で、市のほうは、土地

と建物を無償で貸しておるといったようなこともござ

います。で、今委員のほうからご質問があったことに

ついては、「あーとびる・麦生」のほうにお伝えをし

ておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員  主要な施策の成果に関する説明書

の中の33ページ、成人式開催事業に関して、１月10日

に開催されております。で、対象495人に対して392人

の約80％の参加率ということになっておりますが、近

年、夏の開催が目立っているように思われますが、そ

れについての、その話し合いを持ったことがあるのか。

また、アンケート等取ったことがあるのか。その辺の

久慈市の考え方についてお聞きしたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  成人式の開催日につい

てご質問いただきました。成人式の日時に関しまして

は、平成18年度において、旧山形村は夏の式典、久慈

市、旧久慈市においては冬の式典で実施させていただ

いております。その後、平成19年度からは合併という

ことで、同一開催で冬の開催としております。成人の

日に関しましては冬の開催で定着しておりますことも

あり、具体的なアンケート調査等の実施は行っていな

いところであります。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  佐々木委員。 

○佐々木栄幸委員  アンケート等の調査はやっていな

いとのことですけども、私にすればやってみて、影響

じゃない、その、どういう考えがあるのかを知ってい

てもいいんじゃないかと思われますが、再度お聞きし

たい。 

○副委員長（小野寺勝也君）  久保社会文化課長。 
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○社会文化課長（久保司君）  成人式に関してであり

ますが、参加率につきまして少しお話をさせていただ

きたいと思います。平成19年度75％、平成20年度78％、

平成21年度79％になっており、定着しつつ、また参加

者も増加しているのではないかと認識はしております

が、機会をとらえて参加者の方々の声をお聞きするこ

とも検討してみたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  189ページになりますが、プールの

関係でございますが、ことしは暑い夏なわけですが、

これまでと比べて、ことしのこの、今年度の市民総合

プールの利用状況はどうなっているかというのをお伺

いしたいと思います。 

 もう一つは、この総合プールに下水道を接続したと

いうことなわけですが、その接続、プール本体等から

も接続しているか、内容についてお伺いしたいと思い

ます。 

 次のページ、野球場ですが、この 近審判員等の皆

さんの話を聞きますと、バッターボックスとかピッチ

ャープレートのあたりのその土が、砂が多くなってき

て、その、すぐ掘れるというような話を聞いておりま

すので、ひとつ今年度、あるいは新年度の予算対応で

対応可能かなあと思いますが、考え方をお伺いしてお

きます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  面代社会体育課長。 

○社会体育課長（面代民義君）  ３点ほどの質問であ

ったと思います。 

 まず、総合プールのことしの利用状況等でございま

す。手持ちが７月末現在でございますが、平成21年度

は1,360人で、今年度は暑い夏もありましたし、プー

ルの改修等で2,180人、60.3％ほどの前年比から、対

比で増となっております。 

 また、二つ目の工事等の内容でございますが、経済

対策の補助金等も活用し、下水道への接続工事を実施

しております。 

 三つ目の野球場のプレート等については、修繕等随

時行っているところでございますが、関係者等からも

意見等お伺いし、対応を考えてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今、この下水道の本体等にもつない

だということかと思って聞きますが、私は前に、久慈

小学校の改築の際に、この同時に、もう総合プールを

廃止して小学校のほうに併設したらいいんじゃないか

というような提言したことありますが、まあ大々的に

下水道もつないだということで、今後ともあそこの場

所でプールをずっと続けていくというような考えでよ

ろしいかどうかお伺いしたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  面代社会体育課長。 

○社会体育課長（面代民義君）  総合プールの今後の

継続ということでございますが、改修工事等、本年度

また明許等いたしました上屋の改修工事、幼児用プー

ルの改修、塗装がえ等行っております。総合プールそ

のものにつきましては、現時点において、現在地での

活用を考えております。ただ、種別の50メータープー

ル、さまざまありますが、それらの運営については、

今後の検討課題であると考えております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  山田委員。 

○山田光委員  新人議員で大変申しわけございません

が、ちょっと確かめてみたいと思いまして質問させて

いだきますが、教育委員会の委員の、委員の方にも不

満があるものではごさまいせんが、この委員会の開催

につきましては、午前午後、恐らく12回以上委員会を

開催してると思いますが、午前午後分けて、それぞれ

何回開催をしているかということをお尋ねいたします。 

 それから、出欠席を、病気以外のこの出席者につい

て、余り深く考えないで、単純な答えでいいんですが、

お伺いをいたしたいと思います。まず、これ１点です

ね。それから、まあ、ここ聞いてからです。２点。 

○副委員長（小野寺勝也君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 委員会の会議の開催の関係でございますが、昨年度、

21年度におきましては、定例会12回、臨時会７回を開

催してございます。定例会につきましては、午後３時

半からの開催となっております。臨時会につきまして

は、午前の開催というふうになってございます。 

 以上でございます。それから、出席者ということで

ございますが、委員、今おっしゃったように、体調等、

病気の場合の欠席のみというふうになっております。 

 以上でございます。 
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○副委員長（小野寺勝也君）  山田委員。 

○山田光委員  定例会は午後３時半、これは傍聴でき

るわけであります。まあ、私の記憶では。そこで、久

慈市教育委員会の教育委員規則の中には、委員会は10

時に開会をして５時に終わるという、まあ文言が入っ

ております。この、３時半という決め方については、

これは立場がいろいろありまして、それでいいかと思

います。 

 それから、委員長の権限でもって、これを10時の開

会をおそくすることもできるわけで、これもまあわか

っておりますが、ここを、毎回３時半でやるんであれ

ば、この規則の10時開会して５時に終わるんだという

ことの解釈、考え方は、我々素人からすればどうなん

でしょうね。この間も私、傍聴しようと思ったら、４

時だったですか、たしか。そうなると、やっぱり余り

いいことではないのではないかなという考えを持って

おる関係から、そうしますと、そこを規則を改正して

もいいのかなというか、定例会については３時半にす

るよと、臨時会については10時とかと、何かこう具体

的な何かあってもいいのではないか。規則っていうの

は、事務やりやすく行うための規則であるんではない

かなという感じがするんですけど、まあその辺は、考

え方ですね。 

 それから、次に、続き、いいですか続きで。 

○副委員長（小野寺勝也君）  はい。 

○山田光委員  167ページの、この幼稚園の就園、こ

れは奨励補助金の関係でございますけれども、たしか

これは、私立幼稚園の関係者に補助を出しておるわけ

ですが、今、何名にこの分を対象として補助を出して

いるか。そしてまた、これは恐らく私の記憶では、３

月末に保護者に金を還付している関係もあろうかと、

私の記憶違いでなければですね。そうしますと、幾ら

ぐらい平均で、この一人当たり、まあこれは入園期間

もあるわけですが、どのくらいになっているか、その

辺をお聞かせをしていただきたいと思います。 

 それから、申しわけないんですが、耐震、この177

ページ、中学校の、大川目中学校の体育館、これにつ

いては、耐震をはかったわけでありますが、まあ古く

なってるから新しい施設に要望しようかなあという、

まあ地区内、町内でも考えておるわけですが、耐震を

はかったことによって、これはまた新設、要するに新

しく建てかえるのに、しばらくなげられるのかという

疑問がありますが、そういうことはないか、あるかに

ついてお伺いをします。 

 もう１点、公民館のアンバーホールの館長のこの報

酬については、100万円を計上しておるわけでありま

す。これについては、どういうこの考え方に100万円

になっているか、そしてこの勤務実態はどうなってい

るのかを確認をさせていただきたいと。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  私のほうからは、

教育委員規則の改正の問題、それから幼稚園の補助の

問題、耐震、大川目中学校の体育館の関係でお答えし

たいと思います。 

 教育委員会会議規則でございますが、これは委員お

っしゃったとおり、会議の時間は10時に始まり５時に

終わるというふうになってございます。ただし、委員

おっしゃっているとおり、委員長、その他の委員の同

意が得られれば時間を変えることができるというふう

になってございます。 

 現在、昨年度は通しまして、定例会のほうは３時半

からというふうな開催時間になってございますが、委

員の方々のその何ていいますか、参加しやすい時間と

いうことで設定してございますので、ご理解願いたい

と思います。 

 それから、幼稚園１人当たりの補助ということでご

ざいますが、昨年度におきましては、久慈幼稚園のほ

うに94人の方について補助をしております。総額で

773万5,000円ほどでございますが、これを単純に割り

返せば１人当たり６万円程度というふうになってござ

います。 

 それから、大川目中の体育館の建てかえということ

でございますが、市内の学校の状況を見ながら今後検

討してまいる課題だと考えておりますので、ご理解願

いたいと思います。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  館長の報酬の考え方と

勤務実態についてご質問をいただきました。まず、館

長につきましては、アンバーホール文化会館の事業実

施につきまして、専門的な技術、知識、人脈が必要で

あり、開館当初より芸術的価値の高い事業を展開する

ために、芸術監督兼館長を配置しております。 
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 館長からは、事業の選定や出演者との交渉に万全を

期していただいており、100万円の報酬は適切なもの

であると考えております。また、勤務実績、勤務体系

でありますが、アンバーホールに勤務ということでは

なく、東京にいらっしゃる間、アンバーホールで実施

する各種事業についての出演者との交渉、プログラム

の構築、その他調整を行っていただいているものであ

ります。 

 例えば、昨年行われましたアンバーホール開館10周

年記念の水戸室内管弦楽団のコンサートに関しまして

は、幾度となく出演交渉等を重ねていただき、江戸館

長からご尽力いただいた賜物であると認識しておりま

す。 

 また、江戸館長とのコミュニケーション等について

でありますが、江戸館長がご自身の用務でレコーディ

ング等上京ではなくて、久慈にいらっしゃることがあ

ります。そういう時間もとらえて、コミュニケーショ

ン調整等を行わせていただいているところであります。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  山田委員。 

○山田光委員  再度質問させていただきますが、そう

すると、規則はもう絶対変えないんだということで理

解していいわけですね。定例会そのものは、とにかく

３時半なんですからね。議会だって10時からきちんと

やっている。できない、まあできない、委員の方ある

いはその説明員の方々等もあるわけですが、おられる

わけですが、どうしても３時半でなきゃならないとい

うことなのか。もう１度そこの辺を確認をさせていた

だきたいと思います。 

 それから、アンバーホールの館長さんの問題につい

ては、今説明した、東京にいてもいろんな方法がある

わけで、そんなのもうしゃべらなくてもわかるわけで

す。そんなのもう、わかってます。芸能部門とか、そ

ういう関係者については、もうどこでも仕事はできる

わけですが、ただ100万円という決めたところの、そ

の100万円というのの決め方ですね。江戸館長が100万

でいいよと言っていたのか、久慈市が100万円でお願

いしたいと言ったのか。200万円おいて、館長が200万

円ぐらいほしいと言ったのに、100万円にしたのか。

あるいは、まあよくいう久慈市の手であるわけですが、

他市町村のそういう外部関係者を長にするときは、他

市町村の状況を見て判断をするという考えであったの

か。その辺をちょっと確認させていただきたい。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  教育委員会議の開催時間

のことでございますが、まあ10時から午後５時までと

いうふうな範囲の中で現在開催してるということは、

それは先ほど課長のほうから申し上げたとおりでござ

いますので、規則を改正、現在改正するという考えは

ありません。その範囲の中で、いずれ開催していくと

いう考えでございます。 

 それから、アンバーの館長職の100万円ということ

でございますが、先ほど課長から申し上げたとおり、

芸術文化事業に関する指導、あるいは情報の提供、あ

るいはそういった事業の展開についていろいろとご指

導いただいておりまして、芸術監督者としていろいろ

とお願いしているということでございますので、この

100万円という金額が適切であると考えております。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  畑中委員。簡潔に。 

○畑中勇吉委員  先ほど中平委員から、「あーとび

る・麦生」の関係で話があったんですが、久慈市に財

産権があって無償提供しているということで、その財

産管理と、それから運営については、どのようになっ

ているかというのは当然把握していかなければならな

いというふうに思います。で、ギャラリーも有償で料

金いただいているギャラリーもありますし、入り込み

数がどれぐらいになっているのかとか、教員住宅の活

用がどうなっているのか。その辺について、把握して

おるのではあればお聞きしたいと思います。 

 それから２点目は、プールの関係なんですが、まあ

私どもが小さいとき漁港で泳いで、子どもが水泳なん

か習ったんですが、 近はプールで水泳指導なんか学

校でやっておられる、プール。それで、今の小学校、

中学校の児童生徒の、水泳ができる生徒の割合がどれ

ぐらいになっているのかなというのが、まあ地域にい

てなかなか把握できないんです。で、どのような状況

なのかなっていうことで、もし把握しておるのではあ

れば、その状況についてお伺いしたいと思います。 

 それからもう１点は、先ほどこれも中平委員のほう

からお話がありましたが、大変優秀な成績を収めてい

るということで、これは柔道だけでなくて、文化活動

でもいいですし、陸上なんかでも 近大変こう、いい
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成績を修めた方がいらっしゃるということで、その教

育環境といいますか、その選手強化のための、よりこ

の実効性のある教育環境をつくることが大事だという

ふうに思いますけれども、その点でお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  面代社会体育課長。 

○社会体育課長（面代民義君）  私のほうから、柔道

の教育環境というか、強化等についてでお答え申し上

げます。 

 小中学校につきましては、従来の記念館等に加えて、

強化のための関東への派遣事業等、高校につきまして

も、東高校、久慈高校等の選手の筑波等への派遣事業

等、強化に努めております。これにつきましては、柔

道協会の全面的な応援を得ているところでございます。

また、高校等には、久慈高校が国体強化指定校になっ

ておりまして、先生、指導者の配置ということで、今

１名配置になっております。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  私のほうからは、

「あーとびる・麦生」のことについてお答えいたしま

す。 

 管理運営ということでございますが、管理に係りま

す水道光熱費は、この団体のほうで負担いただくとい

うことでございます。入り込み数でございますが、こ

れはホームページのほうで見た数字でございますが、

８月のお盆過ぎ、20日ごろまでの数字でございますが、

来館者が1,031人、それから宿泊者、宿泊した方が43

人というふうな数字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（小野寺勝也君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  先ほどの畑中委員からのご

質問で、いわゆるスポーツ文化、それから陸上文化と

いいますか、陸上等、今の面代課長のほうから、社会

体育課長のほうからお答え申し上げましたのは、柔道

の部分のお話でございますから、それ以外の部分のス

ポーツの分ですけれども、これについては、スポーツ

指導員であるとか、あるいはこの県でやられている

スーパーキッズであるとか、そういったところでの対

応もございますし、いずれ中学校、先ほど申し上げま

したように指導、これが大変にこの技術力向上には、

何ていいましょう、大きなものがあるわけでございま

すが、そういった中で、例えばこの間の小学校５年生

の子が全国で100メートルで優勝したといった場合で

も、やはりその背景には学校の先生の指導というのが

やっぱり大きな力だったわけです。そういったことも

ございますので、先ほど中平委員に申し上げましたよ

うに、今後とも県教委等にも要請をしながら、そうい

った指導としての環境の整備、それから施設の部分に

ついても、これは体育館等既に整備してございます。

それ以外のところについても、着々と整備を進めなが

ら、その指導環境を整えてまいりたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  坂川学校指導課長。 

○学校指導課長（坂川孝志君）  小中学生の泳力につ

いてのご質問でございましたが、大変申しわけござい

ませんが、それにかかわる資料を持ち合わせておりま

せんので、ご容赦願いたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  文化会館のことですが、いわゆる、

せせらぎの池が改修されて、まあ1,500万かけて改修

したんですけども、いわゆるそのランニングコスト、

今、電気モーター使ってずっと水を流した経緯がある

んですが、植栽をしても、それぞれ管理が必要なわけ

なんですけども、ランニングコストにおいて、改修し

たほうが私はいいのでは、少し安くなるかなあという

ふうな感じ持ってるんですが、これまでの電気料との

関係、あるいはモーターとの関係の中で、どういうふ

うにこの点はとらえているのか。 

 それからもう１点は、文化会館も一定の年数を経過

して来ておりますけども、まあいろんなところの改修

等が必要な時期に入って来てるんですが、その点では、

どういうふうな点検の仕方をして、計画持ってるのか

お聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  久保社会文化課長。 

○社会文化課長（久保司君）  文化会館の改修に伴う

経費の節減についてご質問いただきました。３月に工

事を、終了をしておりまして、電気料とか、消耗品、

塩素等に関しましては、委員のご指摘のとおり節減に

なっていると思いますが、現時点で調査をしておりま

せんでした。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 
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 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（小野寺勝也君）  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（小野寺勝也君）  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（小野寺勝也君）  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（小野寺勝也君）  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。

菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは、恐れ入ります。

決算書の380ページ、381ページをごらんいただきたい

と思います。 

 財産に関する調書についてご説明いたします。 

 １、公有財産（１）土地及び建物総括からご説明を

申し上げます。 

 この表の区分の縦の欄中、本庁舎から公共用財産ま

でが行政財産、山林から雑種地までが普通財産であり

ます。 

 まず、土地でありますが、決算年度中、増減高の合

計欄、一番下の合計欄の左から二つ目の数字になりま

すが、47万8,099平方メートルの増は、市有林現況調

査結果による山林の増、三陸鉄道株式会社からの鉄道

用地の寄附等によるものであり、決算年度末現在高の

合計は、2,221万4,453平方メートルとなっております。 

 次に、建物でありますが、381ページ、一番下の合

計欄の右から二つ目の数字になりますが、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

では、206平方メートルの減となっております。これ

は、学校給食センターほか３件の建築による増並びに

霜畑中学校ほか６件の解体撤去等による減によるもの

であり、決算年度末現在高の合計は、22万7,048平方

メートルとなっております。 

 次に、382ページ、383ページをごらんいただきたい

と思います。 

 このページは、ただいまご説明をいたしました土地

及び建物の総括表を、行政財産及び普通財産ごとに分

類をしたものでありますので、総括表の説明でご了承

いただきたいと存じます。 

 次に、384ページ、385ページとなります。 

 まず、（２）イ、山林（普通財産）でありますが、

合計欄でご説明いたします。面積29万4,856平方メー

トルの増は、山形地区において実施した市有林現況調

査の結果に基づき面積を更生したものであり、決算年

度末現在高の合計は1,898万3,381平方メートルとなっ

ております。 

 次に、立木の推定蓄積量でありますが、３万8,542

立法メートルの増は、市有林現況調査結果等によるも

のであり、決算年度末現在高の合計は30万9,935立方

メートルとなっております。 

 次に、（４）物件でありますが、決算年度中の増減

はございません。 

 次に、（６）有価証券でありますが、決算年度中の

増減はございません。 

 次に、386ページ、387ページになります。 

 （７）出資による権利でありますが、岩手県住宅供

給公社の解散により25万円の減となり、決算年度末現

在高の合計は、27件で２億6,891万4,000円となってお

ります。 

 次に、388ページから393ページまでの２物品は、取

得価格80万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ございます。主に、学校給食

センターの建築及び解体に伴う増減となっております

が、決算年度中において、90点の増、25点の減となり、

決算年度末現在高は475点となっております。 

 次に、394ページになります。 

 ３、債権でありますが、災害援護資金貸付金は、償

還により8万5,000円の減となり、決算年度末現在額は

271万円となっております。 

 地域総合整備資金貸付金は、医療法人健生会及び北

日本造船株式会社久慈工場に対する貸し付けによるも

ので、償還により4,030万6,000円の減となり、決算年

度末現在額は３億212万3,000円となっております。 

 下水道事業受益者負担金及び漁業集落排水事業分担

金においての決算年度末現在額は、下水道事業受益者

負担金は4,104万7,000円、漁業集落排水事業分担金は

230万円ちょうどとなっております。 

 医師養成奨学資金貸付金は、久慈市国民健康保険山

形診療所に従事している医師に対する貸し付けによる
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もので、決算年度末現在額は2,040万円となっており

ます。 

 次に、医師滞在等資金貸付金は、岩手県立久慈病院

に従事している医師に対する貸し付けによるもので、

決算年度末現在高は1,000万円となっております。 

 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についてのみご

説明を申し上げますが、まず（１）財政調整基金は１

億2,749万7,000円を積み立てし、決算年度末現在高は

６億9,664万5,000円となっております。 

 次に、（２）市債管理基金でありますが、12万

2,000円を積み立てし、決算年度末現在高は１億959万

1,000円となっております。 

 次に、395ページになります。 

 （４）ふるさと活性化創造基金でありますが、

3,837万7,000円を積み立てし、決算年度末現在高は２

億2,315万5,000円となっております。 

 （６）国民健康保険診療施設財政調整基金でありま

すが、3,000円を積み立てし、決算年度末現在高は84

万4,000円となっております。 

 （７）国民健康保険高額療養資金貸付基金から396

ページの（９）応急生活資金貸付基金までの３件の基

金でありますが、別に配付してございます定額の資金

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。 

 次に、（10）長寿と健康のまちづくり基金でありま

すが、1,131万1,000円を取り崩し、決算年度末現在高

は3,376万円となっております。 

 （11）介護保険高額サービス資金貸付基金でありま

すが、別に配付しております定額の資金を運用するた

めの基金の運用状況によりご了承を願います。 

 （12）ふるさとの水と土保全基金でありますが、４

万3,000円を取り崩しし、決算年度末現在高は3,376万

4,000円となっております。 

 （13）肉用繁殖牛特別導入事業基金でありますが、

別に配付しております定額の資金を運用するための基

金の運用状況によりご了承を願います。 

 次に、397ページになります。 

 （15）魚市場建設基金でありますが、７万8,000円

を積み立てし、決算年度末現在高は1,682万7,000円と

なっております。 

 （18）奨学金貸付基金及び398ページの（20）岩手

県収入証紙購入基金でありますが、別に配付をしてお

ります定額の基金を運用するための基金の運用状況に

よりご了承を願います。 

 次に、（21）地域コミュニティ振興基金であります

が、１億100万3,000円を積み立てし、決算年度末現在

高は４億243万1,000円となっております。 

 以上で、財産に関する調書の説明を終わります。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を許します。小倉

委員。 

○小倉建一委員  先ほどから、「あーとびる・麦生」

の話、答弁を聞いておりますと、まだ行政財産かなと

思っておりますが、その辺を確認したいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  旧麦生小中学校の

財産の区分でございますが、普通財産として管理し、

無償貸し付けをしてるという格好になってございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  そうしますと、先ほど来の答弁は、

どういう形で「あーとびる・麦生」との教育委員会で

のかかわりで、その、総務のほうで担当してるかお伺

いします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  もともとは学校施

設でございましたので、文部科学省の財産の関係がご

ざいますので、無償貸し付けであれば、補助金の返還

等もございませんが、ただ、 終的にその報告は文部

科学省のほうに、財産の処分の報告を上げなければな

らないということで、教育委員会のほうで管理してる

ということでございます。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  将来にわたっても、この形を取って

いくということですか。確認します。 

○副委員長（小野寺勝也君）  鹿糠沢総務学事課長。 

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）  施設が解体するま

でといいますか、なくなるまでは、文部科学省への報

告とかがございますので、教育委員会では担当してい

かなければならないものと考えてございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  全体にかかわる部分ですが、さまざ
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まな調書等あるわけですけれども、この決算年度中の

増減高、ここの分の表記の仕方ですが、その増と減と、

それぞれその表記をしていただければ、例えば増減は

ないけども、そのゼロというふうに表にはなっている

けれども、その年度中にこれこれの増があって、また

同じ数字の減もあったというふうなことがあればわか

りやすいかなというふうに思うんですが。その辺の増

減部分を別に記載ということを、今後検討していただ

きたいと思うんですが、考え方をお伺いします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私ども、決算書関係等に

つきましては、財務省なり総務省等の指示する、いわ

ゆる様式にのっとった形で調製しておりますけれども、

例えば、予算関係等であれば事項別明細書で内容を示

しているわけでございますが、なにしろ、ここら辺ま

でずっと詳しくやるとなると膨大な量になりますし、

決算書そのものがですね。いずれ、これにつきまして

は、現在の決算書の様式でいってまいりたと、そうい

うふうに考えておりますので、ご了承お願いしたいと

思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、認定第１号の質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第１号「平成21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〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  起立多数であります。

よって、認定第１号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第２号 平成21年度久慈市土地取得事業

特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  次に、認定第２号「平

成21年度久慈市土地取得事業特別会計歳入歳出決算」

を議題といたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第２号「平成21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〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第２号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第３号 平成21年度久慈市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  認定第３号「平成21年

度久慈市国民健康保険特別会計歳入歳出決算」を議題

といたします。 

 事業勘定、歳入、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点は、国の普通調整交付金の問

題についてお聞かせいただきたいと思います。これは、

国の普通調整交付金の場合は、これ現在あるかどうか

わかりませんが、いわゆる国保財政の保険料の収納率

との関係の中で、普通調整交付金の減額のペナルティ

があったというふうに記憶してるんですが、例えば、

まあ１万人から５万人未満の場合の市町村の場合、い

わゆる収納率が75％未満の場合は、この普通調整交付

金が20％減額されるというふうになっておるわけです

が、この21年度決算での普通調整交付金は、３億

1,354万8,000円、歳入になってるわけですけども、で、

このペナルティの制度が、もしこの年度で生きていた

とすれば、この額はその久慈市は、収納率が決算でい

うと全体66.69％というふうになってますから、この

70％未満というふうのところに該当するのかなという

ふうに思ってますが、そういうことが現時点あって、

21年度決算にもそういうふうな形であらわれてるのか、

お聞かせ願いたいと思います。 

 それからもう一つ。 

○副委員長（小野寺勝也君）  はい。 

○城内仲悦委員  県のその財政調整交付金の関係です

けども、いわゆるその法定外の岩手県、県のその法定

外の独自支出が各県によって違うわけですが、岩手県

の場合現在ゼロなんですけども、で、例えば隣の秋田

県は2009年度で、平成21年度で２億7,600万何がしの、

法定外の国保財政に対する支出をしているということ

なんですが、この歳入状況に岩手県の場合ないように

認識してるんですが、そのとおりでよいのかお聞かせ

ください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  中居市民生活部長。 
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○市民生活部長（中居正剛君）  私からは、普通調整

交付金にかかわっての減額の部分についてのご答弁申

し上げます。 

 21年度決算で申しますと、減額額は1,650万3,000円

となってるものでございます。これは、平成20年度の

一般、現年収納率、これが89.345％ということで、こ

れが減額段階で申しますと、89から91％の範囲内は

５％の減額ということになっております。それから、

86から89％の場合は７％の減額という段階になってご

ざいまして、久慈市では５％の減額という状況になっ

てございます。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  法定外繰り入れの関係で

ございますが、国保財政安定支援事業というふうな形

で、これは法定繰り入れということになりますけれど

も、以外の部分、法定外繰り入れにつきましては、岩

手県内の状況というふうに委員お話しになりましたが、

県の状況というふうにお話しになりましたが、岩手県

のほうでは繰り入れはしてございません。ちなみに、

当久慈市では、平成21年度は2,500万円の繰り入れを

行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  このペナルティが依然としてあると

いう状況が、今答弁あったとこですね。で、この収納

率のランクをつけて、まあ 大20％までは減額にする。

この表が間違いでなければそうなってるんですが、こ

の率そのもの、まだ変わってないとすれば、やはりこ

れは、このようなペナルティはやっぱりやめて、やめ

てほしいと、やめるべきだということについて、やっ

ぱり市長会等通じて、やっぱり国に上げていくべきじ

ゃないかというふうに思うんですが、やっぱりその、

この普通交付金の1,600万の減額というのは極めて大

きいことですので、その点お聞かせいただきたいと思

います。 

 もう１点は、この県の対応も非常にこう、全国見て

もばらばらなんですけども、いずれ半数以上は、いず

れ出しております。で、東北では、確かに秋田県が断

トツで２億7,600万出しております。まあ、岩手も青

森も、宮城もゼロという状況ありますので、そういっ

た意味で見れば、県に対して、この今の昨今の財政上

厳しい中、国保財政の法定外の支出についても検討す

べきだということで、県に要請すべきじゃないかとい

うふうに思うのですが、お聞かせを願いたいと思いま

す。 

○副委員長（小野寺勝也君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  ペナルティにかかわ

ってのご質問にお答え申し上げます。 

 このペナルティについては、国の省令なりで、この

人口とそれから収納率の状況によって５％から20％と

いうことで決められて、それにのっとって処理されて

いるものでございまして、当市といたしましても、収

納率の確保には一生懸命取り組んでいるわけでござい

ますが、これらのペナルティについては、機会をとら

えまして、県あるいは国のほうに要請をしてまいりた

いと思います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  都道府県段階での法定外

繰り入れの部分での要請すべきというふうな趣旨のこ

とでございますが、いずれ国保につきましては、構造

的な、まあ高齢者なり低所得者なりが偏在するという

ふうな、構造的な問題がございまして、それぞれの都

道府県段階で判断されているというふうに、まあ理解

しておりますが、いずれにいたしましても、国保財政

全般が非常に厳しい財政運営を強いられているという

ふうな実態からすれば、当然に今後要請していくべき

ものというふうに理解しております。よろしくお願い

します。 

○副委員長（小野寺勝也君）  藤島委員。 

○藤島文男委員  私からは、実務的な中での国民健康

保険証、これのサイズについてお伺いします。 

 まあ、私はたしか７月だと思いましたが、更新なっ

てますけども、実に小さいんですね、免許証程度です。

まあ、前はたしか、前回は黄色いのが、今度はピンク

色、まあそれはどうでもいいんですが、昔のはサイズ

が大きくて保管にもよかったんですね、非常に。とこ

ろが、実際に、まあ私は使ったことはないんですけど

も、なかなか保管とか、その他についてこれくらいの

サイズで、まあどういうわけであれ小さくしたんだか、

それはそれぞれ理由等あれがあるでしょうが、とても

じゃないが小さくて、保管にならない。で、病院にな

んかに行ってみると、高齢者の人たちは、保険証って
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出すのに出せない。どれがどれだか、わけがわかんな

い。おまけに、今は個人でしょう、カードが。だから、

実務的にこれ実態面として、なぜ小さくせねばならな

かった。それ相当の理由はもちろんあると思いますが、

特別支障がなかったら、保管しやすいように、見やす

いように、むしろサイズは大きめでもいいぐらいな時

代だと思うんですね、高齢化の時代で。ひとつ、親切

さの意味で、その意味はどうなのか、ちょっとご説明

をお願いしたい。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  保険証のサイズの件でお

話いただきましたが、これはカードサイズといいます

か、全国的な、他の保険者の共通といいますか、そう

いった統一の中で、当国保もそういったカードサイズ

のものに切りかえたというふうな経緯がございまして、

まあご指摘の高齢者の方が使いにくいというふうな部

分については、現状としてあるのかなというふうには

考えておりますが、なかなかこの費用の部分で、今後

もとのサイズに戻していくということに関しては、や

や厳しいのかなというふうに考えておりまして、慣れ

ていただくというふうなことでお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を、あっ、失礼。

藤島委員。 

○藤島文男委員  それは、もちろん久慈市内だけで奨

励したり、利用するものではないことは、それは百も

承知しています。だから、それを何らかの機会で、今

後検討するときに、検討として、こういう意見もある

ということだけは、国なり県なり、いろんな機関に、

機会あるごとに要望すべきだと。それは、全国統一で

やるのですから、十分理解できますけども、そういう

点も配慮の点があってもいいと私は思いますので、あ

えて要望しておきます。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  答弁いいでしょう。質

疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定、歳入、質疑を許します。

髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それでは、山形国保診療所につい

て、端的に２点お伺いします。 

 現在、山形国保診療所は、午前診療が７月から続い

ているわけでございます。９月、３カ月目に入って、

まだ続いていると。これは、この状態がいつごろ解消

されるのか。 

 それから２点目は、合わせて、やはり７月の事態か

ら入院患者の皆さん方が入院を、いわゆるよその病院

にお願いをして入院をしていただいたり、継続してい

ただいたりするような事態。まあ、現実にはその入院

病棟が閉鎖されている事態が続いているわけでござい

ますが、これがいつ再開をされるめどなのか。大体ど

の辺ごろで、そういう入院病棟が再開されるかと。こ

の２点についてお伺いします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  外里山形診療所事務長。

失礼しました、中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  この診療所の件でご

ざいますが、今現在午前診療になってございます。と、

申しますのは、所長さんが入院しまして、現在は退院

して職場復帰いたしておりますが、この午前診療につ

いては９月８日以降、９日以降については解消される

ものというように伺っているところでございます。 

 それから、入院患者にかかわってでございますが、

これについては、所長さん復帰いたしまして、様子を

見ながら再開したいというお話をいただいてるところ

でございます。で、時期については、できるだけ早い

時期にということでございますが、この入院したこと

によりまして、他の医療機関のほうにその入院患者さ

んを引き受けていただいたということもありますので、

早期の再開については、ということではなく、若干時

間がかかるものというように考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  今、お話があったように、そもそ

もこの、こういう事態になっているというのは、細井

先生が病気になられて手術をしたと。７月の初めに手

術をして、８月６日に退院をしているわけですね。そ

して、９月１日から現場に復帰を、その復活している

という、それが今の現状なわけでございますけれども、

この７月の時点で防災無線で「あしたからの山形診療

所の診療は、午前診療になります。７月の診療は午前

診療になります」という、まあそういう放送があった
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わけでございます。８月１日、あるいは７月31日でし

たか、その時点になりまして、今度は「８月の診療は

午前診療になります」と、そういう放送がありました。

そして、９月１日でしたか、８月31日でしたか、この

時点では「９月の診療は午前診療になります」と。 

 要するに、７月の時点で「７月の診療は午前診療に

なりますよ」と言うと、住民の皆さんは「７月は午前

診療だな」というふうに、まあ一時的にとらえたわけ

ですよね。そして、８月を迎えるときになって、「８

月は午前診療になりますよ」と。「ああ、まだ続くの

か」と、午前診療が。そして、９月になって、なお午

前診療が続くと。 

 この間、細井先生が手術をされて、そして無事にこ

れが成功したということで退院をなされているわけで

ございます。まあしかし、この間にやはり巷間、いろ

いろなうわさが具体的に飛び交っていた時期がござい

ました。何かしら、こう、新しい先生が来るらしいと。

まあ、そういう先生が施設も見学に来たらしいという

ようなうわさもありまして、まあそういうことが何と

なくその診療所の医師体制がそういうものに変化が生

じてるんではないかなということを、住民の皆さんは

薄々こう感づいているわけでございます。 

 そして、こういう事態を迎えてるわけですが、これ

は、もしかすると８月の末ごろの市長さんの記者会見

か何かで、この辺のところがはっきりされるのかなと

いうような期待もしていたんでございますけれども、

そのようなこともなく、今日を迎えているわけでござ

います。 

 それで、まあそういう巷間、そういううわさがある

わけでございまして、まあこういうことの起きている、

あるいはそういうことも含めて、これからの山形診療

所のその医師の体制、まあそういうものがどういう形

になっていくというふうになっているのか。それは、

この間の、ここ２カ月ちょっとの間のそのいろいろな

経緯というもの、そこの面について触れないと、どう

しても説明し切れないものだろうというふうに思うん

で、私はこの間の山形診療所のその状況を取り巻く変

化、そして、これからどういう方向に進もうとしてい

るのかと。まあそういうこれからの方針っていうんで

すか、そういうものについて、経過と方針についてお

伺いをしたいというふうに思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  ただいま、この山形診療所

の医師体制についてのご質問がございました。その開

設時間の不安定な状況、そういうものもございまして、

ご迷惑をおかけいたしております。 

 実は先日、県から、山形診療所勤務の可能性のある

医師の紹介を受けたところでございます。で、現在そ

の方と、実は接触をしている状況でございます。この

山形診療所の機能低下、これを防ぐために何とか来て

いただけるようにというお願いをしているところでご

ざいます。まあ、現段階では、その状況についてつま

びらかにはできないのでございますが、その先生は50

歳代の男性の内科医という、この程度の情報はお話し

してもよろしいのかなというふうに思います。そうい

う折衝を続けているところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  山形診療所の存続については、や

はりこれは中長期的なそういうような立場から、いろ

いろと一番よりよい方法というものを考えていってい

ただきたいなと。それがまた、診療所そのものにとっ

ても、住民そのものにとっても、みんなにとって非常

に大事なことだなというふうに思っております。確か

に、今の時期、神経質な問題でございますんで、いろ

いろ細かいような話をすると、まあいろいろと問題が

生じる可能性もありますんで、これ以上は言いません

けれども、いずれその、末永い存続を願って中長期的

な観点というものを忘れずに、今回のいろいろな、今

後の対応というものを重ねていっていただきたいなと

このように思うわけですが、一言だけ、こういうこと

に決意っていうのも変ですけれども、再度答弁をお願

いしたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  委員おっしゃいますとおり、

今後とも山形診療所の維持存続に向けて取り組みを一

生懸命してまいりたいというふうに思います。で、今、

先ほどちょっと補足いたしますと、少しでも早くとい

いますか、先生の事情等交渉している段階で、この二、

三カ月のうちに勤務いただける可能性は高いというふ

うに判断をしているとろでございますので、その点も

つけ加えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 
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 次に、歳出、質疑を許します。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第３号「平成21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〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  起立多数であります。

よって、認定第３号は認定すべきものと決しました。 

 この際、昼食のため休憩といたします。 

 再開は、午後１時といたします。 

    午前11時54分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   開議   

○副委員長（小野寺勝也君）  休憩前に引き続き、委

員会を開きます。 

 審査を継続します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第４号 平成21年度久慈市老人保健特別

会計歳入歳出決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  認定第４号「平成21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。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第４号「平成21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〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第４号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第５号 平成21年度久慈市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  次に、認定第５号「平

成21年度久慈市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算」を議題といたします。 

 歳入、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  まあ後期高齢者問題は、後期高齢者

問題ですね、医療問題は、その一般質問でも議論あっ

たとこですが、そこでお伺いしたいんですが、たしか

平成21年度の保険者の数は5,220名だと伺っておりま

すけども、国のその中間報告による新制度なるものが

出てますけども、それによりますと、いわゆるサラ

リーマンやサラリーマンの扶養の高齢者、これは組合

健保や協会健保の被用者保険に加入させていくんだと。

で、残りは国保に入れるんだということが出てます。

で、約８割は、国保に行くんだという話、ことが言わ

れてますが、久慈市の場合は、どういう割合で被保険

者と国保に分かれていくのか、その点一つお聞かせく

ださい。 

 それから、この厚生労働省の高齢者医療制度改革会

議というのがあるようでありますが、これには知事の、

全国知事会ですか、が出てるんですけども、市長会か

ら出てないように伺ってますが、その辺はどうなのか

お聞かせください。 

 それから、この知事、この出席してる知事は、この

会議の中での発言の中でこう言ってるんですね。「こ

の協議した中で 大の問題は、国の 終的な財政責任

が一切示されてないこと。あるいは、その低所得者で

は、無職者がたくさんふえる中で、慢性的な赤字をど

う克服したらいいのかということが、構造的問題で、

この議論は一切ここでは行われてない」ということが、

この知事、出席した知事から発言されているわけです

ね。で、そうしますと、まあ中間取りまとめで、まあ

いわゆるその別勘定問題が、依然としてここに残るわ

けですよね。 

 そういった意味では、高齢者の医療費が伸びれば伸

びるほど、その保険料に跳ね返ってくるという状況が、

この新しい国保の中で出て来るわけですが、そういっ

た点が非常に心配されるとこなんですけども、そうい

った点について、どう認識しておられて、この高齢者

医療制度改革会議が、もし市長会等が出てないとすれ

ば、やっぱり市長会が出て更にその問題について指摘

をしながら、改善方等図るべきだと思うんですが、ま

さにその「うば捨て山」がまだ制度として残される、

このままいくと残されてしまうということが危惧され

ますけども、その点お聞かせいただきたいと思います。 
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○副委員長（小野寺勝也君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  ご質問いただきました後

期高齢者に関する部分でございますが、まず、先に示

された中間取りまとめにおきまして、国保、それから

被用者保険に高齢者、75歳以上の高齢者を戻すという

ふうな制度になっておるわけですが、この中で、中間

まとめの中では、８割が国保。でまあ、具体的な数字

といたしますと1,400万人のうちの1,200万人は国保だ

ろうと。まあ計算しますと85％ぐらいになるんですが、

そういった割合というふうに言われております。 

 で、しからば、市はどうかというご質問でございま

すが、現在の推計でございますけれども、約5,200名

の現在の加入者のうち、4,300名程度は国保かなとい

うふうに考えております。まあ、率で申しますと、や

はり８、２といいますか、まあ８割強が国保、で２割

弱が被用者保険というふうな割合になるのではなかろ

うかというふうに推計をいたしておるところでござい

ます。 

 それから、２点目でございますが、市長会からこの

制度の審議会のほうに参画しているかというお話でご

ざいましたが、市長会からは参画はしていないという

ふうに認識いたしております。 

 それから、中間報告の中で、あっ、３点目でござい

ますが、中間報告の中で、財政責任の部分が示されて

いないというふうなことでございまして、まあ、依然

としてその年齢で区分した制度になっているんじゃな

いかというふうな部分のご指摘でござますが、これは

あくまでも財政計算上の年齢区分を75歳、現行のとお

りにするか、あるいは65歳で線を引くかということで

ございまして、トータルとすれば、制度とすれば一元

化されるというふうなことで、そこの年齢区分の部分

は解消されるものというふうに考えておりますが、ま

あ、ただ、知事会等から発言がされているとおりの、

その 終的なその財源問題、制度の運営をどうするか

というところにつきましては、まだまだ問題が、課題

が残されているものというふうにも認識しておりまし

て、委員ご指摘のとおり、要望等通じて、この問題の

部分を解消が図られるように取り進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  市長会からは出てないということで

すが、いずれこの問題は、市町村国保にとって極めて

重要な問題でして、これを受けてる方々もさらにまあ

大変な状況にあるわけですが、そこで、今の答弁の中

で、75歳から65歳に拡大している中で、年齢等の問題

については解消されるという答弁ありましたけれども、

しかし、別勘定という分について言うと、65歳以上、

いわゆる別勘定にして、別な会計に持っていこうとし

てますから、そうしますと、いわゆる高齢者そのもの

は、いわゆるその病気にかかりやすい、そのリスクを

持った方が高齢者が多いわけですね。そういった意味

では、高齢者だけ集めて国保つくるということは、少

なくとも医療費はどんどん上がっていくとなるわけで

すね。その医療費が上がれば、それが保険料に跳ね返

ってくることが明らかなわけで、まさにその、今まで

75歳までだったのを65歳に下げて、それ以降の高齢者

を別勘定でやるということですから、そういった意味

では、今の75歳での別勘定が国保について言えば、そ

のまま移行されて残ってしまうということなるのでは

ないでしょうか。そういった意味で、ほんとに高齢者

にとっては、まず、まあまさに死ぬまで保険料を納め

なければならないということになるわけです。 

 そういった意味では、やはり、この後期高齢者制度

のこの問題を指摘しながら、やっぱり私どもはもとの

老人保健を戻して、国保負担を抜本的にふやすという

こと。それから、高齢者の窓口負担の無料化とか、保

険料負担の軽減を図っていくという方向をやっぱり要

求していくしかないというふうに思うわけですね。そ

ういったやっぱり方向でないと、安心して高齢者が生

きていけない、そういう状況が今つくり出されつつあ

るので、そういった点でも、やっぱりそういう認識を

持ちながら、私は対応していただきたいと思うんです

が、お聞かせいただきたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  浅水市民課長。 

○市民課長（浅水泰彦君）  医療費のトータルの問題

でございますが、後期高齢者の部分、現状の75歳とい

うことでございますけれども、これは後期高齢者の保

険料のみで支えられてないということにつきましては、

当然に認識されておるものと思いますが、今、私が先

ほどもご答弁の中で申し上げました、この線引きを65

歳とするか75歳とするかということにつきましては、

高齢者の負担、高齢者の方から負担いただくラインを

どこに設定しようかということでございまして、まあ
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それ以外の部分につきましては、現役世代といいます

か、若年者からの当然に支援金というふうなもので賄

っていく。まあ、そうなりますと、国民一人ひとりの

負担がかなり過重なものになってくるということで、

じゃあそこに税投入をどのくらいできるかというのが、

今の議論になっている部分というふうに認識しており

ますので、まあ制度全体、どのように設計していくの

かということにつきましては、今審議会の中で審議さ

れていると。これにつきまして、よりよい制度となる

ように要望してまいりたいということでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、質疑を許します。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第５号「平成21年度

久慈市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算」は認定

すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  起立多数であります。

よって、認定第５号は認定すべきものと決定しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第６号 平成21年度久慈市介護サービス

事業特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  次に、認定第６号「平

成21年度久慈市介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算」を議題といたします。 

 歳入、質疑を許します。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第６号「平成21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〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第６号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第７号 平成21年度久慈市魚市場事業特

別会計歳入歳出決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  認定第７号「平成21年

度久慈市魚市場事業特別会計歳入歳出決算」を議題と

いたします。 

 歳入、質疑を許します。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第７号「平成21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〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第７号は認定すべきものと決定しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第８号 平成21年度久慈市漁業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  次に、認定第８号「平

成21年度久慈市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算」を議題といたします。 

 歳入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 歳出、質疑を許します。砂川委員。 

○砂川利男委員  346ページの使用料及び手数料につ

いてお伺いをいたします。この使用料、手数料という

のの内訳は、この接続世帯数イコールこの数字になる

のか、お知らせいただきたいと思います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  漁業集落排水の歳入に

かかわっての使用料、手数料についてでございますけ

ども、現年度分についてでございますけども、少々お

待ちください。 

 調定額2,033万4,440円に対しまして、2,016万7,470

円ということで、収納率が99.1％になっておるわけで

すけども、これは、各世帯の収入ということでござい

ます。 
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○副委員長（小野寺勝也君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  世帯数についてお伺いをしたいと思

います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  大変失礼いたしました。

漁業集落排水の現在の普及世帯数でございますけども、

５地区が供用開始しておりますけども、全部で、22年

度４月１日現在でございますが、618世帯というふう

になってございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  よろしいですか。砂川

委員。 

○砂川利男委員  まあ、漁業集落においても、下水道

においても、汚水処理には変わりがないわけなんです

けども、まあ法律の区分からいけば、ご承知のとおり

産廃と一廃に分かれるなんですけども、一般質問でも

申し上げたとおり、久慈市の将来の財政に私は大きな

影響があるということから、計画を根本的に考え直す

必要がある時期に来てるんじゃないかなという意味で

お尋ねをしたところなんですけども、例えばこの全国

の自治体の10年間での残高でみると、10年間だけで７

兆2,000億円。これの一翼を汚水処理が、久慈市も当

然担っているということになるわけなんですけども、

そこで結局、この、これを下水道だけに絞ってみると、

９兆円が下水道の残高になって来るというような形の

部分を、当然久慈市もまあ、その一翼を担っていると

いうところから、この久慈市の将来の財政を軽減をし

ていく形にしていかなければならないのでないかなと

いうふうに私は思うんですけども、そういう中で、あ

る市においては、集合処理施設、それから浄化槽処理

施設に切りかえることによって70億円ぐらいの軽減を

軽くしているというところがありますので、そういっ

たところと、この視察に行くなり、検討する必要があ

るんでないかなというふうに思いまして、まあ余分な

ことかもしれません、申し上げているところなんです

けれども、また皆様方ご承知のとおり、北海道のあそ

この財政破たんをした市においても、我々がテレビ、

新聞等で見れば、財政破たんの大きな部分は過剰投資

の観光施設とか、そういう物がクローズアップされて、

そういう資金繰りで市が財政破たんにいったんだなあ

というように思いたくなるんですけれども、あそこの

場合で見ると、下水道の汚水処理が、私の記憶が間違

いでなければ80％ぐらい、かなりの高率な下水道が整

備されていると。そういったところの財政負担という

のは、余り報道に出て来ないんですけども、大変なこ

の財政負担になっているというように、まあこの業界

で調べたところから出ておるわけなんですけども、そ

ういった意味からすれば、私はこれから一番効率の悪

いところに、この久慈の場合、汚水処理計画に着手し

ていかなければならない時期に入ってくるだろうとい

うふうに思いますので、そういった面では、その毎年

４億、５億の金が消えて行く状況を考えれば、私はそ

ういうふうに抜本的にこの考え方を考えてみる必要が

あるのでないかなというふうに思います。それをまあ

この間の一般質問で申し上げたところで、申し上げれ

ば、まあここは２万人ぐらいの人口のところで、当初

の計画は234億194万円。これを集合処理、合併処理を、

浄化槽等にやることにおいて75億何千万の、その予算

投資が軽減されたという実例をつくり出した市がござ

いますので、そういったところ等、この調査なり検討

してみる気はないのかお尋ねいたします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  ただいま、各種下水道

事業の住み分けについてのご質問というふうにとらえ

させていただきましたけども、ちょうど今年度、この

下水道事業全体計画につきましては、見直しをしてい

るところでございます。で、一般質問のほうでご答弁

申し上げた、経済的な比較あるいはもろもろの比較を

いたしまして、総合的に判断した結果、公共下水道、

漁業集落排水、あるいは漁集の、失礼、浄化槽のエリ

アにつきましては現在計画しているもので今後も継続

していくという方向で現在動いているというふうなこ

とでご答弁申し上げておりましたけども、その根拠っ

ていいますか、の部分でございますが、浄化槽と、あ

とは集合処理の農業集落排水、公共下水道事業、個別

の手法と集合処理の方法について、建設費と維持管理

費、あるいは農業集落、漁業集落排水等につきまして

は、処理場の建設費とか、そういうものも含めまして、

工事費を三省協定の基準によりまして建設費と維持管

理費を比較して、これは、それぞれの耐用年数が違い

ますので、それらの建設費をさらに耐用年数で割り戻

しまして、その１カ年のそういった経費を比較いたし

まして、した結果によって、そういう方向を今出して

いるところでございます。 
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 ただ、それは、あくまでも根拠となっているものが、

人口と人口密度、あるいは家屋密度というものがこの

比較の根拠になっておりますので、今後さらに人口減

少が進んで、そういう見直しが必要な時期に、今、逐

次そういった見直しをして、現実にすりつけていかけ

ればならないと、そういうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  大変まあ前向きなご答弁をいただき

ましてありがとうございました。問題は、この下水道、

汚水処理の場合は、この１世帯当たりに直すと５万、

６万ぐらいの利用料しか取れないと思うんですね。実

際、これを数字で割っていくと、この間の一般質問で

も申し上げたとおり、60万台ぐらいの利用料をいただ

かねばならないという数値が出て来ると。そうなって

くると、なかなかこの本来はそれぐらいのお金をいた

だかなきゃならん状態でも、それをいただくことがで

きないのは、まあ下水道、大規模な汚水処理の特徴で

もあるわけですから、そういった面をこの事業を推進

していく状況に向いておるわけなんですけども、その

一方においては、やっぱりそういったところの数字的

なものの財政にかかわる部分をきっちりとこのシミュ

レーションをしてやっていただきたいというふうに思

いますので、もう一遍その決意ではないけど、感想を

聞かせてください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  下水道の経営というよ

うな観点からのご質問だというふうにとらえさせてい

ただきましたけれども、例えば今年度の決算で、一般

会計からの繰り入れが約５億4,000万ほどになってい

たと思いますけど、この繰り上げの額の内容につきま

しては、本来一般会計が負担すべき基準内繰り入れと、

それ以外のは基準外繰り入れというものがございます

けども、基準内繰り入れが約１億5,000ほどです。残

りが基準外繰り入れでございます。 

 で、まあ基準外繰り入れの額が多いのではないかと

いう、委員さんのご指摘だと思いますけども、久慈市

の下水道は現在整備途上ということで、多少いたし方

がない部分があるのかなと思っております。ただ反面、

整備率も低いですし、さらに水洗化率も良好な状況で

はないということで、これは水洗化率を上げながら、

一般会計からの繰り入れを幾らかでも少なくするよう

に今後努力してまいらなければならないと、そういう

ふうに考えております。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  漁集の漁業排水整備工事費が補助と

単独で、これ２億3,563万なっております。で、この

漁集の予算は、いわゆるその汚水管の布設するためだ

けの予算だというふうに我々伺っているわけですよね。

で、一方で、その一般会計の６の３の４の15節の工事

費の中に、漁業集落環境整備工事で２億8,365万の決

算計上されております。これをお伺いしましたら、道

路の予算だと。桑畑線と小袖線というふうに伺ってま

す。そうしますと、その私たちが漁業集落環境整備事

業の全体像を見るときに、この漁集の予算書だけでは

見えてこないんですね。で、例えば、小袖地区、ある

いは桑畑地区の漁業集落環境整備やる際に、この予算

でやる分と一般会計でやる分で、トータルでこう変わ

りますよというのが、こう見えて来ないと、なかなか

その漁集全体の予算規模あるいは工事規模が見えて来

ないんですが、今年度、平成21年度における、今、私

言った漁集の工事は２億3,500万。その、私が見た範

囲では、農林水産業費の漁港建設費の中の15節の工事

費で、先ほど言った漁業集落環境整備工事として２億

8,365万が決算計上されているわけです。で、そうし

ますと、平成21年度における、この漁業集落環境整備

にかかわる予算規模は、具体的にどうなっているのか、

それちょっとお聞かせいただけませんか。で、この一

般会計では、ここの部分でしか見ていないのか。それ

以外のとこでも見て、その漁集に関係する工事等がな

されているのか。21年度に限って結構ですから、ちょ

っとお聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也）  漁集と漁集でやっ

ている下水道と、一般でやっている工事の関係でござ

いますが、漁集につきましては、今、委員さんもおっ

しゃったように、下水道にかかわる工事については漁

集で、漁業集落関係特別会計のほうで工事をしており

ます。そのほかの漁集にかかわっての集落道または飲

雑用水等については、一般公共のほうで工事を行って

いるというふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 
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○城内仲悦委員  それで、今聞いてるのは、漁集はそ

の下水道をやってるんだ、下水やってる。だから、そ

れが今言ったように、水産課なりで対応する。まあ水

道飲雑水、それ、水道会計も入ってるのかということ

なんで、その辺トータルでどの分野が、平成21年度い

うと、工事分だけですよ。漁集では２億3,500万、そ

れから道路関係で、これは水産課のほうで２億8,300

万。で、その辺まで、飲雑があったら飲雑でどうだっ

ていう、その辺のトータル、幾らかかったか。今年度

の工事の中で、平成21年度の工事の中で、市の財政支

出がどこからどう出たのか、そのトータルを、内容と

トータルをお聞かせください。 

○副委員長（小野寺勝也君）  中新井田林業水産課長。 

○林業水産課長（中新井田欣也）  申しわけありませ

んでした。そのトータルについてお話しいたします。

漁業集落環境整備事業で、下水道部分にかかる部分は

３億1,000万円ということでございます。集落環境、

道路関係でございますが、失礼しました。今の、桑畑

地区集落環境整備事業で３億1,000万、小袖地区で２

億5,000万ということで、５億6,000万ほど下水道事業、

集落道の一般道路事業等に経費を要しております。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  よろしいですか。質疑

を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第８号「平成21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〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第８号は認定すべきものと決しました。

少々お待ちください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第９号 平成21年度久慈市公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  認定第９号「平成21年

度久慈市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算」を議

題といたします。 

 歳入、質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  分担金のことについてですが、その

下水道をつないでも、つなぐので、各自の、個人の住

宅部分にかかわる工事費についての負担は、これはや

むを得ないが、その分担金がすごく高くて大変だとい

う声を耳にもしているんですが、その分担金のことに

ついて、下水道課のほうにさまざまな苦情とか問い合

わせとか、そういうのがあれば状況をちょっとお知ら

せ願います。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  下水道事業の分担金、

負担金についてのご質問にお答えいたします。 

 何かそういったもので苦情があるのかというふうな

ことでございますけども、いずれ分担金は、まあ受益

者負担金は、都市計画法の75条、分担金につきまして

は、都市計画区域外の自治法を根拠に徴収しているも

のでございまして、まあ事業によって特定の方が利益

を得る場合に、負担の公平を図るという趣旨からちょ

うだいしているものでございます。まあ、そういう趣

旨をご説明いたしまして、理解するように努めており、

理解していただくように努めておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  いろいろ問い合わせがあったときは、

そういう説明を当然行っていると思うわけですが、そ

の問い合わせの状況がどれぐらいあるのかと。なけれ

ばなしでもいいです。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  問い合わせの件数とい

うことでございますけども、今ちょっとその件数はと

らえた数字はございませんけども、工事に入る前に、

地区説明会を、地区ごとに開催いたしまして、そうい

った受益者負担金等のご説明も申し上げて、完成した

後の排水設備の接続でありますとか、利用の状況等も

お願いしながら理解をいただくようにしております。 

○副委員長（小野寺勝也君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の受益者負担の関係ですが、確か

に法律にはそういうふうになっていると思います。た

しか、１平米、１平方メートル380、70（発言する者

あり）390円なんですよね。そうすると、例えば、宅

地は大体100坪とか、例えば100坪ということは何ぼだ、

300平方メートルね。ところが、農地になった場合に、

まだ宅地化しない農地に取水口をつけたとすれば、つ

ければ、例えば５畝だと何ぼですかね、0.5アールで

すから、約18万近くの負担金になるわけなんですね。
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で、そうしますと、まあそれは制度で、まだ使用して

ない場合の伸ばしていく制度があるわけですけれども、

その一つしかなくて、将来、例えば0.5アールが四つ

区画になって使うといったときに、それはその時点で

その四つに区画したときに、四つの取水口がそれぞれ、

いや、あとの三つについたときにかかってくるのか。

その分筆して分ければ、その受益者負担も、分筆した

ことによって変わってくるのか。 

 で、現時点、例えば、まだ分筆をしていない0.5

アールのところに取水口がついたときに、20万近い負

担金として、いや負担金じゃない、受益者負担でそう

いってくるわけですよね。したときに、まあびっくり

するわけですけども、自分が住んでる宅地ぐらいやっ

たらまあわかるような気がするんですけど、そういっ

た農地等に、であった場合のその説明をどのようにし

て、どのようにしているのかお聞かせいただきたいと

思います。今言ったように分筆して、それでなったと

きはそれぞれになっていくのか。それあたりがちょっ

とわからんなと思うんですけど、お聞かせいただきた

い。 

 それから、この390円というのは、このずっと未来

永劫かわっていかないのか、もっと安くならないのか。

その辺が、これ 初に決めた金額だと思うんですが、

これ自体は、この将来とも変わらない金額なのか、お

聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  ただいま公共下水道の

公共ますというふうに呼んでおりますけども、宅地の

ほうに設置するますでございますが、公共ますの数の

関係と、その負担金の猶予の関係というふうにとらえ

させていただきますけども、まず公共ますの設置につ

きましては、その宅地のサイズによりますけども、基

本的には100坪程度に１個というふうなことを基準に

しております。で、その土地が200坪ある場合で、地

主さんのご希望があれば２個設置する場合もございま

す。 

 それで、その猶予の関係ですけども、基本的には整

備した翌年度の４月に告示して、賦課金、分担金を賦

課するという、負担金を賦課するということになりま

すけども、宅地の使用状態によって、その土地の使用

状態によって、その猶予ということをしております。 

 で、先ほど分筆というお話が出ましたけども、登記

上の分筆といったスタイルまでは求めておりません。

こちらで、そういった申請がありましたらば、現地を

調査して、確かにそのとおりだということであれば猶

予の対象にするというふうにしております。 

 あと、二つ目の受益者負担金の単価についてでござ

いますけども、これにつきましては、下水道の設計の

いろいろ参考となるものに、国の諮問機関であります

「下水道財政研究委員会」というものがございますけ

ども、そちらの意見等参考にしたり、あとは先進地の

例を参考にして決めておりますけども、基本的な考え

方は、下水道事業に係る経費のうち、処理場の建設費、

あるいは幹線水路の建設費を除く部分の枝線、俗に末

端管渠というふうな呼び方をしておりますけども、受

益者の皆さんが直接接続する管の建設の部分の４分の

１を負担していただくということで設定、390円の設

定をしているものでございます。 

 まあ、これについては、将来変わるのかということ

でございますけども、建設当時からこの同じ単価で進

めておりますので、よほどのことがない限り変えるべ

きものではないだろうというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  この市の下水道については、水道料

金の額で、この利用料取ってるわけですが、それ以外

の水道、市の水道以外からの利用というのはあるかど

うかをお伺いします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  下水道の使用料の算定

というふうなことでございますけども、基本的に下水

道は量水器、メーターを持っておりませんので、基本

的に水道のほうの量水器で下水道料金を、使用料を確

定させていただいております。で、これが例えば、井

戸水とか自家水を使っている場合のケースということ

だと思うんですけども、基準を決めまして、家族の人

数によって使用する使用量、平均的な使用量がござい

ますので、それによって認定という形で使用料をいた

だいております。 

 以上でございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  その件数はどれくらいでしょうか。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 
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○下水道課長（滝沢重幸君）  自家水等の認定で料金

を徴収している件数ということでございますけども、

ちょっと今のところ、現在その数値をちょっと持ち合

わせていないのでご了承願いたいと思います。ただ、

傾向として言えますことは、中心部よりはむしろ集落

とか、そういった部分の地区のほうが件数的な割合は

多いというふうに考えております。 

○副委員長（小野寺勝也君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  まあ、ひとつ数字はいいわけですが、

盛岡市でしたか、盛岡市も、あるいは未納になってい

るところも何億という金額でしたか、大変な状況にな

っているわけですが、ひとつ久慈市もそういう状況に

ならないように、この点検等もよろしくお願いしたい

と思いますが、考え方をお願いします。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  料金の適正な徴収につ

いてということのご質問でございますけども、いずれ

水道事業所のほうと連携を図りながら、実は徴収事務

のほうも、事務の効率化と経済性を考慮いたしまして、

検針とか徴収事務につきましては水道事業所のほうに

委託しておりますので、水道事業所のほうと連携取り

ながら、間違いのない事務をしていきたいというふう

に考えております。 

○副委員長（小野寺勝也君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  私は、そういう意味じゃなくて、そ

れ以外に水道事業所を通さない、その下水道を使って

いる方がいるとすれば、その辺の何ていいますか、調

査等も今後随時必要かなと思いますし、注目すべき点

だなという点での質問でございました。 

○副委員長（小野寺勝也君）  滝沢下水道課長。 

○下水道課長（滝沢重幸君）  再度の質問でございま

すけども、認定水量につきましても、 初に申請をい

ただいて確認して、こちらで確認して認定水量を決め

ましたらば、水道事業所のほうに同じ事務で、切符で

徴収をしているところでございます。 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、質疑を許します。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは、採決いたします。認定第９号「平成21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〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  ご異議なしと認めます。

よって、認定第９号は認定すべきものと決しました。

少々お待ちください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第10号 平成21年度久慈市水道事業会計

決算   

○副委員長（小野寺勝也君）  次に、認定第10号「平

成21年度久慈市水道事業会計決算」を議題といたしま

す。 

 一括質疑を許します。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。認定第10号「平成21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〕 

○副委員長（小野寺勝也君）  ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第10号は認定すべきものと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○副委員長（小野寺勝也君）  以上で、本委員会に付

託された議案の審査は全て終了いたしました。 

 委員各位のご協力に感謝を申し上げます。これをも

って決算特別委員会を閉会といたします。 

    午後１時45分   閉会   
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