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  平成18年６月21日（水曜日）午前10時開議 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前10時00分    開議 

○委員長（桑田鉄男君） おはようございます。 

 ただいまから本日の予算特別委員会を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第１号 平成18年久慈市一般会計予算 

○委員長（桑田鉄男君） 直ちに付託議案の審査に入

ります。 

 議案第１号を議題といたします。 

 第１条歳入歳出予算、歳出、10款教育費の質疑を継

続いたします。 

 質疑を許します。田表委員。 

○田表永七委員 それでは、３点お伺いいたします。 

 97ページ、学校管理費、小学校費に関連してですけ

れども、校地内あるいは校地に至る細道といいますか、

引き込み線といいますか、そういうところの除雪が冬

場になるといつも問題になるし、市内小・中学校では

苦労しているようであります。私はかねがね予算措置

をすべきである、旧山形村の例を引いて要望を申し上

げてきたという経過がありますが、この学校管理費の



 

－100－ 

中でなくてもいいですが、いずれそういう予算措置が

されているのかどうかということをお伺いしたいと思

います。 

 ２点目ですが、山形町内の小・中学校にかかわる問

題ですが、校名の表示案内というんですか、道路に何

とか小学校入り口とか、そういう表柱があったり、あ

るいは校舎そのものに玄関に書いて学校名、校名を表

示したつるし看板といいますか、そういうものがある

わけですけれども、それの表示が、私は意図的に調べ

て歩いたわけではありませんけれども、道路から見え

るところは、山形村立何々小学校というふうになって

いる表示が多いんですが、これはできるだけ早く私は

変えた方が、合併の機運を高めていくと、そういう意

味でも必要かなとそう思うわけですけれども、これは

どうなっているのか、そしてこれからどうしようと考

えておられるのか、お伺いしたい。 

 それから、三つ目でありますが、市内小・中学校全

部かどうかはわかりませんが、いずれ旧久慈市の学校

にあっては、防犯カメラが設置されているようであり

ます。この防犯カメラの設置状況とそれを有効活用す

るための体制といいますか、人的体制と、狭い意味で

申し上げた方が端的かと思いますので、そういうこと

がどうなっているのかについてお伺いしたい。以上、

３点であります。 

○委員長（桑田鉄男君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） まず、除雪の件から

お答えしたいと思いますが、各小・中学校の除雪につ

きましては、基本的には教職員の方とか、それから地

区の住民の労働奉仕をお願いしている状況が多いと思

います。それと通学路とか、給食が入る道路について

は、優先的に土木課の方に協力をお願いしている状況

でございます。 

 また、授業時間に間に合わなくなるような状況、大

雪とか、そういった場合には、緊急的にＰＴＡの方の

除雪機を持っている方にお願いする場合もあります。 

 こういうふうに援助する方々の負担が大きくなるわ

けでございますので、賃金で対応している場合といい

ますか、燃料費に当たる賃金とかで対応している場合

もあります。 

 予算につきましては、維持管理費の方で賃金を山形

地区、久慈地区に見ているところでございます。 

 それから、道路の案内板ですね、新久慈市になった

わけですので、山形村立という案内板が道路に見受け

られるということでございますが、これにつきまして

は、私どもの方で早急にといいますか、対応していき

たいと思っております。 

 それから、校舎の校名板につきましては、山形地区

の学校につきましては、村立を久慈市立に直したとこ

ろでございます。 

 それから、防犯カメラのことでございますが、現在

の設置状況でございますが、長内小学校、それから小

久慈小学校、久慈湊小学校、久慈中学校、夏井中学校、

侍浜中学校の６カ所に防犯カメラ及びインターホンを

設置してございまして、人的体制ということでござい

ますが、学校に勤務している職員の方にお願いすると

いいますか、そのモニターを見て対応していただくと

いうふうなことでお願いしてございます。以上でござ

います。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 防犯カメラについては数が少ないよ

うでありますけれども、これからどのように計画的に

配置されていくお考えなのかどうか、今後の見通しに

ついてお伺いしたいし、防犯カメラの機能について私

はよくわからないんですけれども、仄聞するところ、

不審者なんかが入ると音が、警報が鳴ると、そういう

ふうな仕組みのようでありますが、まあ当たり前とい

えば当たり前ですけれども、久慈市内という意味で申

し上げるのではないですが、非常にうるさいので切っ

ていたと、そしたら事件が発生したという事例も全国

にはあるわけなので、そういう点についても配慮をい

ただきたいものだなと。つまり機能についてこれから

配置する場合、機種の選定といいますか。 

 それから、除雪費の問題ですが、賃金で措置してい

ると、そういうことでございましたが、具体的に追及

はいたしませんけれども、いずれ十分な財政措置をし

ていただきたい。 

 というのは、雪が降るかどうか、それはだれも予測

つかないわけですけれども、大抵学校に行ってみると

どんと雪が積もっていると、そういうことから授業時

間を変更して教職員、それから児童・生徒がその除雪

に当たるという学校が多いかと思うんです。これは教

職員だけが当たっても、児童・生徒を遊ばせておくと

いうふうなことになるわけで、やむを得ず一体となっ

てやらなくてはならないという事情があるわけですけ
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れども、私はそういうことによって、たまには経験と

してはいいかもしれませんけれども、そういうことに

よって授業時間を変更したり、時間数が減っていくと

いうことであってはならない。私は基本的にそのよう

に考えております。再度お考えをお聞かせいただきた

い。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） まず、学校の安全の関係で

ございますが、これにつきましては、各学校と常に協

議しながら、先ほど話が出ましたカメラですとか、か

ぎをかける、あるいは警報装置とか、さまざまな形態

といいますか、形で安全対策を講じているところでご

ざいます。これにつきましては、今後とも学校長と十

分相談しながら、その学校の安全対策としてふさわし

いような対応策について十分検討していきたい、その

ように考えます。 

 それから、除雪につきましては、以前の旧市議会の

際にも随分とご意見が出ました。私どもこれにつきま

しては、いろいろ考えていかなくてはならない、その

ように考えておりますけれども、こういう厳しい財政

事情下で予算措置は十分ではありません。したがって、

今、委員ご指摘のように授業に影響が出ないように講

ずべきということでございますので、これらについて

も学校長とも十分相談しながら、やはり配分された予

算の中でできる限り効果的な対応をしながら、あるい

は先ほども課長から話がありましたように、ＰＴＡ、

保護者の皆さんから協力を仰ぐ場合もありますが、負

担が余りいかないような形で対応していきたい、その

ように考えておりますので、ご了承をお願いしたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 それでは、105ページの生涯スポ

ーツ推進事業費91万1,000円とございますけれども、

これの事業の具体的な内容について、まず１点お聞か

せいただきたいというふうに思います。 

 それから、この生涯スポーツ推進協議会なんですが、

実は去年までは県下各自治体に生涯スポーツ推進協議

会というものが設置されていたわけなんですが、今年

度からすべての自治体からこの生涯スポーツ推進協議

会がなくなったということで、旧久慈市ではどういう

ような体制でこういう組織が運営されていたかわかり

ませんけれども、旧山形村では、生涯スポーツ推進協

議会というのは教育長が会長になりまして、各学区に

その生涯スポーツ推進協議会というものが設けられて、

そういう組織の中で、住民の生涯スポーツの推進活動

というものがなされてきたわけでございますけれども、

この生涯スポーツ推進協議会というものがなくなった、

なくなったその背景というのは一体何なのかな、県の

方で音頭をとってこの推進協議会をつくってきたわけ

でございますけれども、そういう一つのつくってきた

目的が達成されて、これからは各自治体でこの生涯ス

ポーツの推進、そういう活動をやっていったらいいの

ではないかな、そういう意味での役割が終わったと、

一つの役割が終わったというふうな、そういうふうな

判断のもとでこの生涯スポーツ推進協議会がなくなっ

たのか、その辺の生涯スポーツ推進協議会のなくなっ

た背景ですね、これについてお伺いいたしたいという

ふうに思います。 

 それから、芸術文化振興に関してでございますけれ

ども、久慈市では市民文芸賞という、そういう賞がご

ざいまして、ことしで29回、29年を迎えるわけでござ

います。今その文芸賞のいろいろな実施に向けての作

業に入っているわけでございますが、この28年間、過

去28年間、市民文芸賞に応募する作品の数が意外と少

ないのではないかなと、少ないながらも安定している

ということも言えるわけでございますけれども、今回

29年、今年はともかくとしても、来年そういうものが

新設されてから30年になるわけでございまして、私は

こういう機会に新しい自治体が発足したわけでござい

ますので、この市民文芸賞のあり方というもの、これ

をひとつ全国公募の文芸賞に、発展的にそういう形に

していった方がいいのではないかというふうに思うわ

けですが、この点についてはいかがでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君） 松橋社会体育課長。 

○社会体育課長（松橋重男君） それでは、生涯スポ

ーツ振興事業費の内訳でございます。それにお答えい

たします。 

 このグラウンドゴルフとかペタンク大会とか、ニュ

ースポーツ大会、また、スポーツ教室等の講師謝礼金

でございます。また、それらに係る表彰の記念品、こ

れが主なものでございます。 

 それから、生涯スポーツ推進協議会がなくなった背

景ということなんですけれども、これはこれまで振興

局が、県の教育委員会ですか、教育事務所が事務局と
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なってやってきていたんですけれども、県からの予算

がなくなったということで、それは廃止しようという

ことであります。 

 ただ、久慈市といたしましては、スポーツ振興審議

会、また体育指導員等の協議会等でそのスポーツ振興

を進めていくということになっておりますので、ご了

承願います。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田社会文化課長。 

○社会文化課長（野田勝久君） 髙屋敷委員のご質問

にお答えします。 

 市民文芸賞につきましては、ご存じのとおり、昭和

53年、兼田忠二郎さんからご寄附をいただきまして、

今年で第29回目ということになっております。それで

これまで29回の応募作品が579件に及んでおります。

平均的に申しますと、少ないときは10件くらい、多い

ときには40件を超える応募作品がある。このような経

過をたどってきております。 

 それで今委員ご指摘の、30年になる節目として全国

レベルのものにしてはどうか、このようなご意見でご

ざいますけれども、市民文芸賞の選考委員の皆さんか

らこの問題につきましてお話をいただき、さまざまな

ご意見等を交わしてみたい、その中であるべき姿を見

出せられた場合、その方向を教育委員会等で詰めてま

いりたい、そのように考えておりますので、ご了承願

います。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 先ほどの生涯スポーツ推進協議会

のことですが、県の予算がなくなったからなくなった

んだ、そういうご説明でございました。私はこの生涯

スポーツというのは大変重要な地域づくりの原点にな

るものだろう、やはり住民その生涯スポーツを通じて

健康を維持していく、健康増進していく、そういう観

点からいうと、これは欠かせない一つの活動であろう

というふうに思っているわけでございます。 

 したがって、県がどういう理由でその予算をつけな

かったのか、なくなったのか、こういうことについて

は、今ご説明がなかったのでわかりませんけれども、

この必要性というのはだれもが認識しているものだと

いうふうに思っているんです。ですから、県が予算が

なくなったのであれば、これはそれぞれの自治体で独

自にやはりこの生涯スポーツの重要性というものをか

んがみて、各自治体が独自にそういうような組織をや

はりつくって活動を続けていくべきものではないのか

な。そうでなければ、先ほどの生涯スポーツ推進事業

ですね、この事業を住民の隅々まで、住民レベルまで

深く掘り下げて活動をしていく活動主体というものが

現在なくなっているわけでございますので、そういう

意味では、本当にこういうスポーツに取り組んでいく

んだ、ニュースポーツということでございますけれど

も、そういうものが本当に一部形式的に行われて、そ

れで生涯スポーツというふうなものが活動が終わって

しまうんではないか、もっともっと広い多くの住民の

皆さんが参加をしてやってきたこの生涯スポーツ推進

ではなかったのかなというふうなことを考えますと、

私は新しい自治体の中において、それにやはり対応し

ていくべき体制というものを考えていくべきだなとい

うふうに思うんですが、再度この点についても伺いた

いというふうに思います。 

 それから、市民文芸賞なんですが、それは検討する

というふうなことでございますので、それ以上質問す

るのも何かと思うんですが、実はこの市民文芸賞が創

設されるちょうど１年前でございました、今から二十

七、八年前のことでございますけれども、当時久慈市

長さんであられました山内堯文さん、この方から実は、

私も20代の若造であったわけでございますが、電話を

いただきまして、市長室の方にお伺いをしたことがご

ざいます。そのときに管内の文化、文筆活動に対する

いろいろな思いも話したわけでございますが、市長は

政治家であると同時に文人でもございました。そうい

う話し合いの中で、何とか久慈地域に根ざしているそ

ういう文化、文筆、文芸、そういう活動というものを

もっともっと広く具体的に、何とかやれる方法はない

んだろうかなというふうなことをお話になっておりま

して、その翌年、この市民文芸賞が創設されたという

ことでございます。 

 それから、29年たっているわけですが、本当にここ

までよく続いてきたなという、関係者には大変敬意を

表するわけでございますが、私はこの文芸、あるいは

文学、文芸というものは、常に社会性を問われている

ものだというふうに思っております。社会性をどのよ

うな形でこれを役割を果たしていくべきものなのかと

いうこと、これは永遠に問われているわけでございま

して、ここではその全国公募というものをやったらど

うかというふうなお話なんですが、実は全国公募をや
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ると、今、去年たしか20編の応募でございましたね。

全国公募をやると、大体1,000から1,500の応募がある

わけです。例えば久慈という地域に限定をして、久慈

に関連のある作品を求めますよ、公募しますよという

ことになると、それでも500編とか、そのぐらいの、

全国ですから、応募総数があるわけでございます。 

 私は、今新しいこの久慈市がいろいろな形で新たな

挑戦をしていかなければならないときであって、ある

意味で教育旅行等の、交流とか、そういうこともある

わけですが、そういうものとはまた別な意味での、そ

ういう交流というものも深まっていくんだろうと。久

慈市限定というふうなことで応募しますと、久慈市の

ことを書かなければならないわけです。そのために久

慈市に来て調査をして、書くわけでございます。そう

いうことで書いた作品が残るわけでございまして、そ

ういう500人とか600人という方々の心の記憶の中には、

生涯作品として残るわけですから、非常に残るものな

んです。 

 ですから、全国的に新市をアピール、メッセージを

送っていくというのは、そういう観点からも、ぜひこ

れは全国公募に踏み切っていただいて、やっていった

方がいいのではないかな。全国公募ということになる

と、これは大変な労力が必要になりますけれども、岩

手県の久慈市でございますので、実行委員長には高橋

克彦さん等をお願いをして、全国公募でレベルも高い

わけでございますので、そういうものに対応していっ

た方が、この賞を創設していただいた当時の市長も、

大変そういう方向でいくならば喜んでいただけるので

はないかな、このように思うんですが、この件につい

てもう一度、できれば教育長からご答弁をお願いした

いというふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、お答えを申し上

げたいと思います。 

 まず、推進協議会の関係でございますが、先ほど課

長が説明したとおりでございますが、ただ、この推進

協議会のメンバーは、これまでもスポーツ関係者の

方々から就任をいただいておったわけですが、私は今

委員が指摘のように、生涯スポーツというのは非常に

重要だ、いわゆる一般市民の方々の生活を豊かにする

という点で極めて重要であるというのは当然でござい

まして、私どもの重点目標としているところでござい

ますが、この推進施策につきましては、当市の場合で

は、体育協会とか種目別協会とかさまざまあります。

その他の団体等もありますが、この推進体制について

は、基本的な部分はスポーツ振興審議会で協議するこ

とになりますが、その執行といいますか、展開に当た

っては、それぞれの地域で自主的に積極的に参加する

体制をつくるべき、こういうふうに考えておりますの

で、この推進協議会にかわるあり方については、体協

とか、種目別体協、その他の関係者の皆さんと十分相

談しながら、どういうふうな形で地域の生涯スポーツ

を振興したらいいのか、十分協議してまいりたい、そ

のように考えます。 

 それから、文芸賞の関係でございますが、具体的な

提起がございました。確かにかなり以前よりこれにつ

いては文化の関係では重点的な取り組みをしてきたわ

けでございますが、兼田さんの篤志寄附によってなさ

れたという話を課長がしたわけですが、当時私も財政

係長をしておったときにこの寄附を受けた担当でござ

いまして、兼田さんの意思、それから当時の市長の思

い入れ、こういうふうなものが背景となってこの制度

が樹立されたというものでございます。 

 その際に、この兼田さんの意思というふうなものは、

市民の文芸、芸術向上に資してもらいたい、こういっ

たことでございました。それには当時の市長も、当然

にいわば久慈市民のそういった面でのことに活用させ

ていただくということで受けたわけでございますので、

全国公募ということになりますと、そのあたりの整合

をどのようにとれるかという若干の問題もありますの

で、先ほど課長は今後のあり方を総合的に検討してい

くというふうに申し上げたわけでございますが、やは

り不特定多数とか、そういった全国に公募を求めてそ

れなりの意義もありますけれども、当時の設立時の趣

旨からいきますと、何とか市民、またはゆかりのある

方の芸術文化の振興ということが基本にありますので、

そのことも踏まえながら、今の委員の意見も十分参酌

しながら検討させていただきたいと思いますので、ご

了承をお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 小栁委員。 

○小栁正人委員 101ページの文化会館活性化計画策

定事業に関しまして、委員会を近々立ち上げるとは聞

いておりますが、事業の具体的内容をお聞かせ願いた

いと思います。 
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 それから、アンバーホールの方は、自主事業のほか

に一般の方の使用頻度が非常に近年高いと感じており

ます。いろいろな教育関係の団体の方も、いろいろな

イベント等を計画して申し込んでも、意外とほかの団

体と重なってなかなかその日の日程が取れないという

ことなんかあるんですけれども、実は久慈市の社会教

育関係団体に入場料、イベントにおける入場料が

1,000円未満の場合は、大ホールの使用料が半額にな

るというような特典があるんですけれども、実はこれ

1,000円未満となりますと、どうしても1,000円のチケ

ットを販売した場合は、その対象外になるんですよね。

999円までということになるんですけれども。 

 実は北上市のさくらホールは、1,000円以下、1,001

円以上という区分なんですね。一番最低の入場料の区

分が。そのように、何とか1,000円未満ではなくて

1,000円以下という形にしていただければ、いろいろ

な団体でやるときのチケットを1,000円という形で売

った上に、大体大ホールですと３万円ぐらい安くなる

んですよね。ですから、すごくいいなと、活動しやす

いなと思っているんですけれども、その点についての

お考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田社会文化課長。 

○社会文化課長（野田勝久君） 小栁委員のご質問に

お答えいたします。 

 最初に、活性化計画でございますが、これにつきま

しては、今事務的に詰めている段階でございます。た

だ、基本的な方向といいますか、それにつきましては、

これまでも従来吹奏楽クリニック、こういったものを

８カ年続けてきている。こういったものにつきまして、

やはり成果を出していかなければならないだろう、そ

ういったこともあります。そこで市民吹奏楽団の結成、

そういった具体的なものの方向を目指しながら計画案

をまとめてみたい。 

 それからもう一つには、市民から親しまれる定期的

なコンサートの開催、ジャンルがさまざまあるわけで

すが、そういったさまざまなジャンルをどのように公

演していくか、そういった問題。それから県内の各市

で行っております市民劇場、演劇を中心にした市民劇

場、こういった取り組み等についても今後考えてみた

いな、そういうふうなことを、今後いろいろな層の

方々を委員に委嘱いたしまして、そして９月までにそ

の活性化計画をまとめてみたい、そのように考えてお

ります。 

 それから、もう１点でございますが、自主事業にか

かわって使用料ですか、使用料の問題でございました。

会館を使用する場合、久慈市の場合は、1,000円未満

について文化団体とか、社会教育団体については、半

額免除するということになっております。ただ、今ご

提案ございましたのは、さくらホールを例にとりまし

て、1,000円以下、1,001円以上、こういった問題を提

起されたわけですが、これにつきましては、検討すれ

ば可能ではないだろうか、そう思いますが、これにつ

きましても、内部で検討を進めてまいりたい、そのよ

うに考えておりますので、ご了承をお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 小栁委員。 

○小栁正人委員 事業の内容はわかりました。 

 実は私もう少し違った意味でとらえていたんですね。

というのは、アンバーホールと今度おらほーると二つ

文化会館を持つことになったわけですけれども、そこ

のところをうまく利用するようなことでも考えられる

のかなと思ったんですが、実はこの議会も山形の方で

も見られるということですよね。 

 ということは、アンバーホールにそこそこのすばら

しい方、自主事業で呼んだとしますよね。それを同時

中継で、例えばおらほーるにスクリーンを張って、そ

れをライブで向こうの方に映し出して、向こうですと

生ではないですから、一応半額ぐらいで、例えば

3,000円のところを1,500円とかという形で旧山形村の

方も親しめる。その逆もあってもいいかと思います。 

 ニューミュージック系の方が以前来られましたら、

もう三百何十席以上は入れないということで、わざわ

ざ久慈市から行っても見られないで帰って来られた方

がおらほーるであったんですけれども、そういうこと

もあるわけですね。逆でもいいかと思いますけれども、

そういうふうにせっかく光ファイバーで夢ネットであ

りますから、そこら辺の活用策もぜひ考えていただい

た方がいいのではないかな、ぜひ考えていただきたい

と思いますけれども、お考えをお聞かせ願います。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） ２館の接続につきまして

は、夢ネットの活用ということでご提言がありました

けれども、これについては、いろいろな機材、ソフト

関係を整備しなければならない状況になろうかと思い

ます。これについては、いろいろな資料を取り寄せま
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して検討させていただきたいと思います。 

 ちなみにアンバーホールの大ホールと小ホールにつ

きましては、そういう機能がございますので、多人数

の場合は中継をして、大ホールの様子が小ホールの方

で見られるというふうな状態になっておりますので、

ぜひご活用をお願いしたいと思います。以上でありま

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 先ほどから使用料の関係で

ご質問があるわけでございますが、これまで当市では、

公共施設の使用料につきましては、市全体として、全

庁的な考え方で取り組み、検討してきた経緯がありま

すので、先ほど課長からさまざま検討するというふう

なお話がありました。それは今後他の公共施設なり、

市全体の使用料の見直しなり、必要な際には参考にさ

せていただきたいというふうに考えますので、ご了承

をお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、教育費について何点かお

伺いいたしますが、最初に、97ページですね、小学校、

中学校にかかわって学校図書の整備の問題であります

けれども、読書の必要性等については、今さら申し上

げることもないわけでございますが、各学校等におい

てもいろいろ、朝読書等を進めておるわけでございま

すが、ただ、私はたまたま学校に行っていろいろお話

を聞く機会があったりするわけでございますけれども、

この厳しい財政状況ですので、潤沢に図書をそろえる

とか、充実せよとは言いませんけれども、やはり子供

たちに不便を与えないような図書の整備が必要ではな

いかなと思いますので、市内といいますか、小・中学

校の図書の整備の状況についてお伺いいたします。 

 それから、二つ目は、101ページの移動図書の関係

でございますけれども、私はこの移動図書というのは、

地域の読書を高めるために非常に大きな役割といいま

すか、大切さを持っているのではないかと思うわけで

ございますが、特に高齢化におきまして、年をとった

方々でも本を好きな方々がたくさんいるわけでござい

ますが、そういう意味合いにおきましても、この移動

図書というのが非常に大切なわけでございますが、現

在この移動図書の活動状況についてお伺いいたします。 

 それから、３点目は、105ページですか、久慈もぐ

らんぴあ駅伝の件でございますけれども、各町村にお

きましても駅伝であるとか、マラソンであるというこ

とには非常に力を入れて取り組んでおるわけでござい

ますが、そこでお伺いしますが、このもぐらんぴあの

駅伝の参加団体の呼びかけの範囲とそれからどのよう

な宣伝方法といいますか、ＰＲ活動を行っているかに

ついてお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） まず、私から学校図

書の整備状況についてお知らせをしたいと思います。 

 平成17年度末の状況でございますが、小学校につき

ましては、蔵書数が９万1,817冊、まず速報値でござ

いますが、申し上げたいと思います。標準冊数、これ

に対する標準冊数に対する割合でございますが、充足

率でございますが、82.15％という状況でございます。

中学校につきましては４万6,696冊ということで、標

準冊数の64.6％ほどとなっておりまして、合計でいき

ますと、充足率が75.2％ほどとなっておりまして、い

ずれこの充足率の向上に努めるよう、予算についても

十分な措置とは言えませんが、措置していきたいと思

っております。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田社会文化課長。 

○社会文化課長（野田勝久君） 移動図書館車の利用

の実態というご質問でございます。個人利用者でござ

いますが、おおむね270から330ぐらい毎年利用してお

ります。 

 それから、貸し出し冊数でございますが、これにつ

きましては、900冊ぐらい毎年貸し出しをしていると

いう実態でございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 松橋社会体育課長。 

○社会体育課長（松橋重男君） もぐらんぴあ駅伝競

走大会の件についてお答えいたします。 

 ＰＲにつきましては、全戸回覧、それと中学校、高

校に対してお願い、案内、それとあと県北地区、それ

と八戸市の方にＰＲをしております。 

 チーム数は、昨年は56チーム、市外から23チーム、

それで参加人数が479人となっております。それで八

戸市からも参加しております。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 答弁で大体理解しましたけれども、

学校の図書の充実についてはよろしくお願いしたいと

思います。 

 それから、１点、もう一つ図書館にかかわってでご
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ざいますけれども、今度は旧といいますか、山形村と

合併したわけでございますが、現在、久慈にも久慈市

立図書館があるわけでございますが、その連携といい

ますか、機能はどのようになるのか、例えば名称一つ

とってみても、久慈市立久慈図書館であるし、それが

例えば久慈市立久慈図書館山形分館になるのか、ある

いは久慈市立山形図書館になるのかというようなこと

を含めて、この連携機能についてお伺いをいたします。 

 それから、もう一つ、もぐらんぴあの件でございま

すけれども、今いろいろご答弁をいただきましたけれ

ども、私はうちの近くで実施しているから見るという

わけではないんですけれども、いろいろ新聞等を見て

も、私は他の町村から比べて呼びかけの範囲とか、Ｐ

Ｒが非常に不足しているのではないかと非常に感じて

いるわけで、やはりこれだけの事業をやるのであれば、

もっと対外的なＰＲをすべきだと思いますが、特に今

年の実施におきましては合併をいたしまして、新久慈

市ということになったわけでございますので、それを

訴えるような運営といいますか、実施方法にしていく

べきだと思いますので、再度その考えについてお伺い

いたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 松橋社会体育課長。 

○社会体育課長（松橋重男君） ただいまの質問に対

しての答弁でございますけれども、いずれＰＲしてま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田社会文化課長。 

○社会文化課長（野田勝久君） 播磨委員のご質問に

お答えいたします。 

 図書館二つあるわけでございますが、それぞれ久慈

市立図書館、それから久慈市立山形図書館、そういう

ふうに設置してございます。それでそれぞれ特徴もご

ざいまして、山形等では子供を中心にした読書活動、

大きな図書等を備えつけまして、子供たちにそういっ

たものの提供をしたりしております。それぞれの図書

館、そういった特徴を持たせながら、貸し出し冊数等

においても、それぞれの貸し出し冊数で申し上げます

と、大体久慈市立図書館で毎年10万6,000冊、山形が

平成17年度で１万8,710冊、大体これくらいの冊数の

貸し出しをしている。そのようなことで読書活動に一

生懸命になっているという状況でございます。以上で

ございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 それでは、最初に、先ほど田表委員

の質問の中にも出てきました、結局一体感の醸成とい

う観点から、市立・村立の問題ですけれども、今年３

月霜畑中学校で卒業証書は久慈市立、それから壇の上

に飾られてある校旗は村立の校旗が飾られる。こうい

うようなことが、合併してからしばらくたったわけで

すけれども、残っておったということで、そこの場に

居合わせた人たちから、何だこれはというようなこと

が、その後、どうなっているかということについては

私は追跡していませんのでわかりませんが、やはりあ

ってはならないことではないかなと思いますので、も

し知らないでおったというのであれば、調べて善処す

るべきではないかなと思います。 

 それから、次に、小・中学校の教育振興について何

点か質問します。 

 ここ数年、２年ですか、３年ですか、到達度調査と

いうのを毎年やってきたですね。県下の小・中学校全

部だと思いますけれども。これは子供たちから見れば、

学習する場合に学習目標というのがあって、教師の側

からすれば指導目標になるんでしょうが、それにどれ

だけ到達したかということを調べるのが到達度調査で

あるというふうに聞いているわけですけれども、これ

私の記憶では３年ではなかったかなと思うんですが、

続けてきたんですけれども、続ける理由は、１年だけ

ではきちっとその実態をつかめないというような考え

方から続けたというふうに私は理解したり、聞いたり

しているわけですが、その結果、山形は３月ですから、

その結果が教育委員会できちんとつかんでいるかどう

かということはわかりませんが、旧久慈市内だけでも

いいです。 

 その結果、どういうような調査の結果から課題が出

てきたのか、何点か出てくるだろうと思います。これ

は児童・生徒の側の問題点もあるでしょうし、指導す

る教師の側の問題点もあるだろう。そういうような課

題を明らかにして、それをその解決に向かって努力す

ることが教育振興につながるものだと、私はそう思う

んです。 

 それから、もう１点は、やはり到達度調査という、

それに類したものは全体としてどうであったかという

ことも、例えば久慈管内どうであったかということも

大事かもしれませんが、私の考え方からすれば、それ

も大事だけれども、最も大事にしなくてはならないの
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は、どの子供はどういうような課題があるのかという

ことを的確につかんで、それに対する、お医者さんで

あれば処方せんを書いて対応して、いわゆる子供の力

を、到達度を高めていくというのが一番大事だと思う

んですよ。そういうような点で、到達度調査の結果を

どのように、課題がこう出たからこういうような対応

をしてこうなったよというような、それがなければ調

査をやる意味がないんですよねと私は思うんですよ。

そういうようなものを主なものだけで構いません。全

部というわけにはいかないでしょうから。 

 それから、もう１点は、やはり教育委員会として各

学校なり、あるいは児童・生徒の学習条件とか、指導

条件とか、環境整備、条件整備も合わせて進めていか

なければならないだろう、そういうようなものを把握

するための調査でもあるだろうと思うんです。そうい

うようなものもひっくるめて、課題と対応とその後ど

うなっていったのかという、この３点についてお願い

します。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋正嗣君） それでは、私の方か

ら県の方で行っております学習状況定着度状況調査に

ついてお答えいたします。 

 実施については、毎年10月に実施されております。

各校で採点いたしまして、その結果を教育事務所及び

県教委に報告して、それぞれの市町村ごとの結果、そ

して各学校ごとの結果が出されてきます。各学校にお

きましては、その結果をもとに個人ごとに分析いたし

ます。10月実施というのは、３月まで、残り期間の中

でその一人一人の子供たちを回復させるために、10月

実施という形でとらえております。ですから、11月、

12月ごろ各学校にその結果がまいりまして、冬休みと

３学期にかけてその一人一人の子供たちの定着度をさ

らに上げようと各学校で努力しているところでござい

ます。 

 それから、当市においては、教育研究所というもの

が設置されております。その中で国語部会、算数・数

学部会、それから英語部会でこれらの調査、それから

市単独で行っておりますＣＲＴという、そういった全

国統一テストをやっているんですが、それらも踏まえ

まして、市としては一体どこに落ち込みがあるのか、

その部会で分析をしております。その分析を踏まえて、

各学校で共通して落ち込んでいるところについて、そ

の部会に所属している委員さんたちが実際に授業して

みて、こうすればこうなるであろうという策を見出し

まして、１月に開催しております教育研究所の教育大

会で発表して、その成果を全市の教職員で共有し合っ

ているところでございます。 

 それから、学習環境整備についてということでござ

います。私の方からは人的な環境整備についてお話し

させていただきます。 

 国・県の方からいろいろ学級数にかかわりまして教

職員の定数というものがございます。それ以外にかか

わりまして加配というものをいただいて、この学習環

境の整備に当たっているところでございます。 

 今現在ですが、まず、国からの加配で少人数指導加

配というものをいただいております。今年度は小学校

においては、４校につき５人が配置されております。

それから中学校においては、４校に６人が配置されて

おります。この基準についてですが、30人を超える学

級を有する学校に配置しようというものでございまし

て、そういった中でほとんど配置されているんですが、

ただ残念ながらいろいろな財政の問題で、久慈市内で

はあと２校その条件を満たしている学校に配置されて

いない状況でございます。大川目小学校と夏井中学校。

おおむねそういった条件を満たしている学校には加配

が配置されている状況でございます。 

 それから、あわせまして今度は小学校の低学年、小

学校一、二年でございますが、30人を超える学級、そ

の他についてすこやかサポートというものが配置され

てございますし、それから複式学級の中で、２学年連

続して在籍する生徒が16名までが複式学級です。14名

から16名在籍している学級に対してすこやかサポート

を配置して、いわゆる複式を単式でやらせようという

ふうな措置もございます。 

 それから、今度はあわせまして小学校で２学級しか

ない学校、この学校においては、校長と学級担任２名、

合計３名で教育課程をやっているわけなんですが、そ

こにおきましても、非常勤講師を配置しまして、その

複式学級をまず解消しようという加配がございます。 

 そのほかでございますが、特別支援学級に所属しな

いで普通学級におるそういった対象児童、そういった

子供さんにかかわっても面倒を見よう、面倒を見てほ

しいという形で非常勤講師を４校に４名配置してござ

います。 
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 それから、久慈小学校においては、今年度から保健

室が、全児童数に比べて養護教諭お一人という形でご

ざいましたので、今年度県にお願いいたしまして養護

教諭、養護助教諭でございますが、１名加えて、久慈

小学校の保健室は２名体制で今動いている状況でござ

います。 

 そのほかに生徒指導支援関係ですか、そういった形

でも加配がございます。生徒指導支援加配ということ

で、ちょっと問題のある子供といえば変ですけれども、

そういった問題を抱えている子供さんがいらっしゃる

学校に非常勤講師を３校に３名、それから常勤講師を

１校に１名配置してございます。 

 それから、そのほかに学校不適応関係、いわゆる不

登校関係ですけれども、心の教室相談員とか、学校適

応相談員とか、スクールカウンセラーとか、子供と親

の相談員とか、さまざま配置して、人的環境整備につ

いては努めている最中でございますので、ご了解いた

だきたいと思ってございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、先ほどの学校で

の校旗とか、あるいは案内等の表示関係でございます

が、ご指摘のように十分ではない面があったのかなと

考え、反省しております。今後、学校長と十分連携を

とりながら迅速な対応に努めてまいりたいと思います。 

 それから、教育環境について、今指導面の方で学校

指導課長から説明申し上げましたが、加配、その他に

おいて年々私としては充実の方向に向かっていると、

配慮いただいているというふうに感じておりますが、

一方で、施設とか、子供たちが落ち着いた環境の中で

授業できるようなという点につきましては、指導面の

ほかに、施設の面では安全とか、あるいは改修が必要

な学校等もありますので、そういった施設面の充実、

これも双方に努めて子供たちの環境、学習する環境の

確保に努めてまいりたい、そのように考えております

ので、ご了承願います。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 今お話をお伺いして、いろいろとご

努力なさっておられるということに対しましては、大

変ありがたく思いますし、これからも続けていただき

たいなと思います。 

 最後に、私ショックだったんですけれども、今るる

お話をいただいたように、力を尽くしていただいてい

るにもかかわらず、この前３月でしたか、社会教育委

員会議のところで、久慈管内が県下で学力が最下位だ

ったというようなことを耳にしたんです。これはただ、

私が聞いただけのことですから、私も突き詰めて聞い

ていないので定かでない部分もあるかもしれないけれ

ども、高校入試の何かの結果だったのかなというふう

に私は受けとめているわけですけれども、いろいろ先

ほど来から手を尽くしていただいているにもかかわら

ず、そういうような結果として出てきているというこ

とは、やはり何かもっと別なところに問題があるのか

なというような気もするんですよ。 

 現在までやられてきたことについて、あるいは現在

やられていることについては、先ほどるるお話をいた

だきましたけれども、やはりそういうようなことがあ

るんだとすれば、どこかやはりまだ対応に不十分さが

あるのではないかな、どっちの側だかこれは私わかり

ませんが、子供の側なのか、あるいは指導する方の側

なのか、あるいは両方なのか、私は両方ではないかな。

あとは社会的な要素とか、いろいろな要素が絡み合っ

ているだろうと思いますので、一概には言えないと思

うんですけれども、いずれそういうようなことをやは

り解消するような方向に私は問題点として、まだそう

いうような部分があるそうですよという指摘をするに

とどまりますが、十分そういうような点も踏まえてこ

れから対応していただきたい。そしてそのような部分

が幾らかでも解消されれば、久慈管内の教育振興も図

られるのではないかなと思いますので、なお一層のご

努力、ご精進をお願いいたしまして、私の質問は終わ

ります。 

○委員長（桑田鉄男君） 大上委員。 

○大上精一委員 先日もお話があったかもしれないと

いうことなんですけれども、学校の施設の耐震診断、

これについてお話をしたいと思うんですが、旧山形村

霜畑中学校、これについて今後どのようになされるお

つもりなのかということが第１点。 

 ２点目は、旧山形村で４月、５月にかけて村民体育

大会ということで、小学生から90歳ぐらいのお年寄り

まで全村民こぞって山形中学校の校庭でゲートボール

大会ということを皮切りに、５種目、最後に11月です

か、綱引き大会で終わるわけでありましたが、それら

が行われたわけでありまして、非常に春先から秋まで

一生懸命盛り上がってきたわけでありますが、合併し
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たと同時に、こういったこと等がさっぱりどうなった

のか、まるっきりじゃないかという村民のお話を承っ

て、非常に私どももどうなっているのかさっぱりわか

らないものですからお聞きするわけでありますが、消

防演習にしてもしかり、何にもなくなった。こういう

お話を村民からいただくわけでありますので、このス

ポーツ関係については、体育協会、教育委員会が一生

懸命になってやってくれたわけでありますけれども、

今後これらのことについてのお考えをお聞かせをいた

だきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 私から山形中、霜畑中の統

合等の問題について答弁させていただきます。 

 この問題につきましては、旧山形村時代に長い間村

内１校という目標を掲げて、地域の方々といろいろと

話し合いをしてきた経緯を私も説明を受けております。

特に中学校の場合は切磋琢磨、あるいはクラブ活動、

その他において、やはりある程度の規模でないと十分

な活動ができないという面があるわけでございますの

で、そういった面では、小学校より中学校の方が教育

的なさまざまな手法を授業なり、その手法、そういっ

た課外の問題とかとらえる場合に、中学校の場合はあ

る程度規模がないとなかなか効果が上がらないという

問題もあるわけです。 

 ただ、私はこの問題はやはり地域における学校の役

割というものが大きいものがあるということでござい

ますので、まず第一は、学区の皆さんの考え方がどう

なのか、あるいは教育行政としてどう考えるか、この

辺のあたりは十分協議しながら進めていかなければな

らないというふうに考えておりますし、私ども教育委

員会としては、一般質問の際も少し申し上げたわけで

ございますが、極めて速いスピードで少子化にありま

す。児童・生徒の数が少なくなっていくということで

ございますので、久慈市としてどういうふうな学校、

どういう教育環境にあるべきか、子供を第一に考えた

あり方を、やはり基本的なあり方を十分協議しながら、

学区の皆さんと十分なお話し合いの上で今後の方向に

ついて方向を見出していきたい、そのように考えてい

るところでございます。 

 いずれ旧山形村の教育委員会が取り組んできた方向

性を私どもも継承しながら、これからも努力していく、

そのように考えているところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 松橋社会体育課長。 

○社会体育課長（松橋重男君） これまでの旧山形村

では、運動会とか、村民体育大会としていろいろの４

種目にわたって開催してきたことは知っております。

それで運動会につきましては、その地区の運動会につ

きましては、地区体育協会が主体となってやっていた

だきたいと思っておりますし、また、５月から市民体

育大会として13種目、競技種目が13種目、地区対抗の。

それからオープン競技として７種目、20種目がただい

ま12月まで開催しているところでございます。それで

またニュースポーツ大会として、これは山形地区を対

象にしているわけではないんですが、市民マレットゴ

ルフとか、ユニカールとか、いろいろな大会をこれか

ら予定しております。 

 また、教室につきましても、夏休み、冬休みを利用

して小学校の方に出向きまして、山形地区を限定しま

すと８地区ありますので、そちらの方に出向いて教室、

それから海洋センター、Ｂ＆Ｇを活用したスポーツ教

室も予定しております。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 大上委員。 

○大上精一委員 ありがとうございます。 

 旧村においては、体育協会なるものはＮＰＯ法人が

立ち上げになって、そちらの方でこの体育関係をやっ

てくださるといったようなお話を伺ってきたわけです

けれども、現実にはまだ何にも村民が集まるような催

しが何も見えないわけでお聞きしたわけであります。

これからいろいろ相談がされて、これまでやられてき

たもの全部を何が何でもやれという意味でもございま

せんけれども、やはり旧村民としては、非常にしぼん

だ気持ちになるんだなというふうに思いますので、そ

の点についてよろしくお願いします。 

 それと私、霜畑中はどうなるんだということについ

ては、皆さんもおわかりのとおり、あのように非常に

ちょっとした地震でももろくも崩れるのではないかと

いうふうな状況なわけで、これは本当に統合するにし

てもしないにしても、相当それこそスピーディーにや

っていただかないと大変だというふうに思うわけであ

ります。 

 それとあともう１点でございますが、旧山形村教育

委員会の皆さんは、それぞれ村の小学校の運動会等に

はある程度相談しながら学校においでをいただいて、

激励をいただいてきたということがあったわけであり
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ますが、今年も我が旧村においては、何校か一緒の日

でございましたが、前の教育長さんが顔を出してくだ

さって、大変に喜ばれたわけであります。これまで久

慈市の皆さん方はどのようになされてきたのか、私は

存じ上げませんけれども、これから久慈市としては一

切そういうことはしないということなのか、そういう

ことはやはりした方がいいというふうに感じておられ

るのか、お伺いをしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） まず、スポーツの関係につ

きましては、先ほど課長が言いましたように、やはり

地域における重要な役割を持っているということでご

ざいますし、また、学校の運動会等の参加のことにつ

きましては、実は市内の学校数は大変県内でも多い方

になっているわけでございまして、この対応というこ

とになりますと、同じ時期にといいますか一斉に実施

されます。したがって、教育委員会の職員の対応とい

うふうなものはなかなか十分対応できないという状況

にあります。行った学校とか行かない学校とか出てく

ると、いろいろな面でいろいろな意見が出てきますの

で、そういった意味で、現在は余りにも学校数が多い

関係で、来賓としてお呼ばれしても行けないという状

況にあります。ただ、極力教育委員会を代表して行か

ないまでも、それぞれの課長等がそういった催しにつ

いては参加するような体制はとってございます。 

 できれば、対応できるようであれば対応したいとい

うふうな気持ちとしてはありますけれども、学校数が

余りにも多いがためにそのようになっておりますので、

ご了承願いたいと思います。 

 それから、霜畑中の校舎、これにつきましては、私

も新市になって就任して以降、旧山形村の全学校を訪

問しました。つぶさに施設、あるいは学校経営方針、

授業の様子を見させていただきました。特にもこの霜

畑中学校に行ったときには、私も少し驚いたわけでご

ざいますが、ちょうど私も子供のころ入った学校と同

じような学校のつくりといいますか、でありまして、

非常にびっくりするような施設で、しかもそれを長い

間非常に維持管理等に大分意を払ったと見えて、非常

にいい環境のままに使っているということでございます。 

 しかし、長い間の老朽校舎ということでございます

ので、先ほど委員が指摘されましたように、地震とか、

さまざまな安全面で問題がございます。一方で、これ

まで旧山形村教育委員会が取り組んできた統合の問題

もありますので、その両面をいろいろ考えながら、早

い機会にいい方向を見出すように努力してまいりたい

と思いますので、ご了承をお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 教育費の審査が大詰めになってきて

いるんですが、ことしの議会から教育方針演述を教育

委員長が行ったわけですけれども、それと密接に関係

のある予算の審査に教育委員長が出席していないのは、

ちょっと私、納得いかないと、きのう、きょう来てい

るんですけれども、やはり教育方針演述をやった方が

やはり審査に出て、必要な答弁をすべきことではない

のかなというふうに思うんですが、なぜ出席していな

いのか、まずそこのところをお聞かせください、理由

を。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） ただいまのご質問にお答え

しますが、教育行政方針演述、これにつきましては、

過去教育長がやってきたという経過があるわけでござ

いますが、私ども教育委員会でいろいろ検討した結果、

やはり教育委員会の代表である教育委員長が基本方針

は述べるべきということで、今回そのように委員長か

ら教育方針を述べさせていただきました。 

 今、この予算委員会になぜということでございます

が、この教育費の執行の面につきましては、現在の規

則等によって教育長が教育委員会から委任を受けて執

行しております。したがって、基本的な方向、これは

一般質問等でただされるという面がありますので、一

般質問の際には教育委員長は出席しておりますが、こ

の予算の審査の際には、私が教育委員会から委任を受

けておりますので、私の責任において対応させていた

だくということでございますので、少し物足りない面

があるかもしれませんが、ご了承をお願いしたいと思

います。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 決して教育長で物足りないという意

味で言ったわけではないので、ひとつそこは誤解をし

ないでいただきたい。できれば同席していただいた方

が私は好ましいというふうに思いますので、次回はそ

ういう検討も含めてぜひお願いできればというふうに

思いますので、強く要請しておきたいと思います。 

 そこで質問ですが、今回の議会でも子供の読書とい
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うことが非常に多くの議員から出ました。そこで私は

以前から図書館司書の配置がどうなっているのかとい

うことで質問した経過があるんですが、答弁では司書

教諭を配置をしてやりたいというふうな答弁をずっと

してきているんですね。ところが、学校の現場は忙し

くて、そういう兼務発令をされても、実際に動けない

という状況が実態としてあるわけです。 

 先ほど課長の方からさまざまな加配を受けていると

いう話がありました。この分については答弁なかった

んですけれども、お答えが内容的になかったんだけれ

ども、私ども研修でそういう学校を訪ねていったとき

に、やはり図書館司書がいる学校というのは、物すご

く活用されているし、子供たちの顔色が違うんですよ。

ぜひそういう配置の状況も含めて考え方をお聞かせい

ただきたいし、状況も含めてお聞かせください。 

 もう１点は、私の時代もそうだったんですが、日本

の学校での歴史の教育を見ますと、私の時代も今も大

して変わらないと思うんですけれども、明治が始まる

ところまでで勉強が終わりなんですよね。原始時代か

らずっと歴史を勉強します。いざ近代に入ったところ

で大体３月の学期末で全く入ってこない。現在もそう

ではないでしょうか。ぜひ近代をまず教えることも大

事だと思うんですよ。ぜひそこを教えてからさかのぼ

っていいと思うんですが、明治以降の近代の日本の歴

史を学校現場でなかなか教えていない状況があるので

はないかというふうに思います。 

 実は、先日民間ユネスコの全国大会が花巻市であっ

たんですが、その担当の方から、国際交流の担当の方

から韓国の青少年との交流の中でこういったことがあ

ったと。実は日本の代表の方が行って、「過去のこと

を水に流してこれからやりましょう」と言ったら、

「何を言うか、過去のことを知らないでこれから交流

できるか」と言って、総スカン食って、韓国の青年が

全部出て行ったという状況がありましたという報告が

あったんです。そのユネスコの全国大会でも、今後交

流するときは、そういった近代史をきちんと勉強させ

ていかなければならないということも出ましたし、文

部科学省にもそういう申し出をしなければならないと

いう話も出ました。今後どうなるかわかりませんが、

いずれ学校現場でぜひそういう学習をしていないので

あれば、させるべきだというふうに私は思うので、お

聞かせ願いたい。 

 ここに「僕の見た大日本帝国」という写真集があり

ます。これは何だかというと、「歴史に触れてはいけ

ないタブーなどないということで、右も左も関係なく、

日本人としてただ事実を知りたいから、かつて日本の

領土だった場所に、あの時代の記憶と痕跡をたどる。

そこに広がる光景にぼくたちは何を感じるのか」とい

う本がここにありますけれども、ぜひですね、大日本

帝国がこれだけ広がっている、当時ね。これだけの広

い国を支配して明治、大正、昭和の戦前まで何をして

きたかということをやはりちゃんと勉強するというこ

とが私は必要だと思うので、そういう点でお聞かせを

願いたいというふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋正嗣君） それでは、まず、子

供の読書、司書教諭にかかわってお話し申し上げます。 

 県教委では、今年度から小学校におきまして27学級

以上、中学校においては22学級以上の学級を有する学

校に専任の司書教諭配置の導入を決めて、現在その線

で進んでおります。現在、新聞発表によりますと、小

学校２校、中学校１校に配置されてございます。 

 学校図書館法の改正によってこれが設置されるとい

うことになったわけでございますが、12学級以上、特

殊学級も含めて12学級以上の学校については、地教委

の方から司書教諭を発令しなさいという法律ができま

した。久慈市においては、その法律が改正され次第、

直ちに久慈小学校、長内小学校、小久慈小学校、小学

校においてはこの３校がこの基準をオーバーしてござ

います。それから、中学校においては、12学級以上で

すから久慈中学校１校、合計４校に司書教諭を発令を

しております。 

 その発令には伴わないんですが、現在、久慈市内に

おきまして司書教諭の有資格者、資格を持っていない

と発令できないという状況でございます。その有資格

者状況についてお話しいたします。 

 小学校においては14名、中学校においては３名、合

計17名、司書教諭の有資格者がおります。これらの先

生方をうまく活用して、発令はしないまでも、それぞ

れの学校におきまして、図書館教育の中心となって活

躍していただいておるところでございます。 

 次に、社会科の歴史の勉強、学習指導についてでご

ざいます。各学校においての教科指導においては、ご

承知のとおり、学習指導要領に基づいて年間指導計画
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というものが作成されてございます。それにあわせた

形で教科書検定に合致されたものを当管内でも採択し

てございます。よりまして、各学校においては、その

年間指導計画、３月末日まできちんと修了するよう計

画に沿って学習が進められていることと認識しており

ます。 

 あわせて司書教諭についてまた戻りますが、教育長

部会の方から国の方へその司書教諭の専任配置等々に

ついては、国へ要請中ということもつけ加えさせてい

ただきます。 

 社会科の方に戻りますが、ないとは思います。当久

慈市ではないと思いますが、万が一委員ご指摘のよう

な学校がありましたら、直ちに徹底して指導してまい

りたいと考えております。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 司書教諭、兼務発令していくんだと

いうことの答弁あったんですけれども、私、以前から

この問題では、先生方で持っている方は、今、人数は

17名しかいませんよね。これはぜひ多くの大学を卒業

した方が管内にも在住しているわけですよ。司書の資

格を持っている方がいると思うんですね。そういった

方々を活用していくこと、例えば午後の時間でいいわ

けですから、図書館の場合ですね。研修先でもそうい

った形でそういった方を配置をして、やっていたとこ

ろがありました。市として、国と県がなかなか、取り

組んでいるようですけれども、実態にあわない状況に

まだあるわけです。27学級以上とか、その学級数少な

いのが現実にあるわけですから、学級数少なくても司

書教諭は必要なんですよね。 

 そういった意味では、ぜひパートで、あるいは臨時

職員、パートですね、配置していくことも考えてほし

いし、それから管内に司書資格を持っている方が何人

ぐらいかという調査もしながら、読書が必要だという

認識に立つならば、ぜひそういった手だてをとってい

ただきたいんですが、お聞かせをお願いいたします。 

 それから、勉強の点で、いずれ戦後、明治以降の近

代史もきちんと指導していきたいというふうな答弁が

ありましたが、そこのところはぜひやっていただきた

いし、そうでないと、これからアジアと交流していく

ときに、そういったことを知らないまま交流すると本

当の交流ができないわけですから、そういう意味では、

ぜひそういった点で点検をしていただきながらやって

いただきたい。再度答弁を求めます。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 図書館司書の関係でござい

ますが、先ほど指導課長の方から、いわゆる教職員の

配置基準に基づく配置ということを申し上げました。

また、学校での校務に当たっては、学校長の責任にお

いて、学校長の判断によってそれぞれなされるわけで

ございますが、このパートの配置とかというご提言も

ありましたが、現状では少し難しいのかな、特に義務

教育にかかわっては、これはぜひとも国の基準の改善、

これは先ほど指導課長が申し上げたように、教育長部

会でも司書教諭の増員について要請をしておりますし、

国・県の配置を基本とすべきであるということで、ど

うしてもやむを得ない事情のときは、それぞれの市町

村で対応する場合もありますけれども、基本はそうい

うことでございますので、パートの件については、ご

了承をお願いしたいと思います。 

 また、歴史教科書等の点につきましては、先ほども

指導課長が申し上げたように、教科書の全項目につい

て３学期の間に修了する。もちろん学校の指導の時程

もそのようになっておりますので、この徹底は図って

いかなければならないということでございますので、

ご了承をお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 ３点お伺いします。 

 97ページ、これは教育振興費ですが、集合学習につ

いての予算が計上されているわけであります。該当校

は何校あるか、そういうことの質問でありますが、合

併によりまして該当校がふえているだろう、そう思う

わけです。 

 教育長はさきの一般質問に対する答弁で、小規模校

への配慮といいますか、支援をしていかなければなら

ない、そういうふうな極めて前向きな発言をなさって

いますので、私も集合学習の対象校に勤務したという

経験があるので、これは大変な問題で金もかかります。

お考えをお聞きしたい。 

 それから、２点目は、そのすぐ下に書いてあるんで

すが、総合学習推進事業、これは実態として保護者と

いいますか、子供が交通費を負担するという実態があ

るやに聞いております。この134万円の使途は何なの

かをお伺いしたいし、そういった保護者が交通費など

を負担しないような財政措置も逐次考えていただきた
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いもんだな、そう思いを込めて質問いたします。 

 最後ですけれども、実はきのう７款で質問しました

が、私の質問の仕方が悪くてなかなか答弁とかみ合わ

なかったのであきらめて、今ここでもう１回申し上げ

るんですが、平庭の施設やすぐれた自然を活用しての

教育というのは、非常にこれから新生久慈市にとって

期待される分野なのではないかと私はそう思っている

わけですが、それはそれとして振興を図るべきであり

ますが、あわせて地元の子供たちといいますか、市内

の小・中学生に対してすぐれたふるさとをわからせて

いくということも、教育の観点からすれば極めて重要

ではないかなと私は思っているわけです。 

 そういう意味で、教育長のお考えをお聞きしたいわ

けですが、市内小・中学校が平庭の自然、あるいは平

庭に既に設けられている施設を活用するための施策と

いいますか、そういうことについてどのように考えて

いらっしゃるのか、お伺いしたい。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋正嗣君） まず１点目、集合学

習の該当校はという形でお話し申し上げます。 

 旧久慈市、枝成沢小学校、麦生小学校、山根小学校、

３校で実施してございました。それから旧山形地区で

は、全小学校、８小学校ございますが、全小学校でや

ってございました。今年度はそれを継続する形で取り

進めて、今現在進行中でございます。合同の事業や自

然体験学習、交流レクリエーション、音楽、体育の合

同事業等々を実施しておるところでございます。 

 それから、２点目の総合学習推進事業費、これの使

途でございますが、かねてから委員ご指摘のとおり、

子供たちの移動手段、そういったバス等の車両の借り

上げの支援ということで計上してございます。以上、

２点私からさせていただきます。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 平庭等の自然を活用した教

育、極めて私も委員と同じような考え方に立つもので

ございます。 

 学校の教育課程の中では、特別活動なり、総合的学

習の時間、これらを使って主にこういった活動等をや

っているわけですが、この特別活動なり、総合的学習

の時間というのは、時間が限られておりますので、移

動の問題ですとか、経費の問題、その他においてさま

ざまな大きな課題がございます。過般もスキー等の提

案もあったわけでございますが、私ども教育委員会と

しては、ぜひとも活用したいものだなと考えているわ

けでございますが、限られた時間の中で移動時間、経

費等の問題で若干ハードルが高いのかなと思っていま

すが、そういう考え方については、十分学校長とも協

議しながら、子供たちが、心の教育という問題がござ

いますので、自然社会に触れる機会というものをこれ

からもいろいろ工夫していかなくてはならないかなと

いうふうに考えております。 

 いずれ、この地元の子供にふるさとのよさを教える

というふうなことは、ご指摘のとおりだと私も考えて

おりまして、特にも学力向上とか目標にしているわけ

でございますが、一方で、人間教育というふうなもの

をやっていますので、当然にふるさとについて知る、

これは副読本についても言えることですが、できるだ

けふるさとのよき偉人とか、あるいはよきものをいろ

いろと取り上げながら、今年改訂の予定でございます

けれども、そういった視点で取り組んでいきたいと考

えておりますので、ご了承をお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 ２点ほどお聞かせを願いたいと思い

ます。 

 初めに、学校給食センターについてであります。 

 公立の保育園は、順次民間に移譲していくというふ

うなことで、保育士の職員採用はもう見送られてきた

経過があります。必然的に市職員たる保育士がいなく

なるというのは、見えているわけでありまして、当然

に順次民間委託になっていくんだろう、こう思ってお

りますが、この学校給食センターの調理師についても、

久しく職員採用をしていないというふうに私は記憶し

ております。 

 そういった中で、平成18年度の予算にいわゆる給食

センターの設置場所も、一般質問でしたか、久慈商業

高校の、予算委員会か、歳入の方かな、久慈商業高校

の跡地に予定しているという話がありました。私はこ

こら辺の整合性、つまり調理師の職員を採用しない、

しかし、施設をつくるということになりますと、当然

近い将来民間委託になるのかなという考え方がありま

すけれども、将来の学校給食センターの運営について、

職員との絡みの中でどう考えているかということをお

知らせいただきたい。 

 それから、もう１点は、国からの補助金のかかわり
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で、東北文化学園でしたか、問題があって、久慈市に

もそのかかわる施設があるわけですけれども、私立幼

稚園があるわけですが、これらの流れの中で国に補助

金返還をしたというふうに聞いておりまして、補助金

のかかわりの流れで、この私立の運営費補助、幼稚園

の運営費補助をこれまで出した経過があって、事件以

来、それを出さなくなったということがありましたけ

れども、これらの復活の見通し、子供ら100名ほど通

っているそうですけれども、将来的にこの私立幼稚園

の運営費補助が復活する見込みについてお知らせいた

だきたい。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂子学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（砂子吉勝君） 濱欠委員の

ご質問にお答えいたします。 

 調理師の採用ということを中心に、現在の運営につ

いてということでございますが、ご指摘のとおり、調

理師につきましては、採用をここのところ手控えてお

ります。といいますよりも、退職に伴い補充しており

ません。それは食数が毎年減少している、恐らくただ

いまの質問は、久慈地区の分についてのことだと思い

ますので、久慈地区に限って申し上げますけれども、

毎年200人前後の生徒が少なくなっている、こういう

状況の中で、職員採用ということはちょっと考えられ

ないということでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 補足説明をさせていただき

ますが、給食センターの基本的な考え方につきまして

は、教育委員会としては、公設民営の考え方で検討し

ていきたいなというふうに思っております。 

 この委員会で立地場所について商業高校というふう

なことで申し上げましたが、これにつきましては、実

は教育行政側では学校改築とか、耐震とか、さまざま、

久慈小の問題ですとか、できるだけ計画的に進めてい

きたいと、そういった流れの中で、民有地とか、新た

に土地を確保ということになれば、多額の経費を要す

る上に時間がかかるということになりまして、特にこ

の学校給食センター問題は、さまざま機材等が老朽化

していることで、保健所等からもいろいろ指導をいた

だいている関係もありまして、できるだけ円滑にいく

ということになれば、いろいろ検討した結果、商業高

校の、かつて生徒たちのバスの回転場というんですか、

東側になるんでしょうか、のあたりがどうなのかなと

いうことで検討しているところでございます。 

 これにつきましては、県教委の方にもその旨検討的

なところを説明したところ、県教委でも既に長内中の

移転につきましては、おおむね了解をいただいている

わけでございます。それは補助金返還についても、県

では繰り上げ償還ということですが、これにつけ加え

て、学校給食センターについても、何とか場所につい

ては配慮をお願いしたいということで県教委にお願い

をしたところ、県教委では、そういう義務教育に向け

ての目的であれば、十分理解できるというふうに、そ

ういったお話をいただいておりますので、今後いろい

ろな計画等を詰めていかなければなりませんけれども、

そのような方向で考えているところでございますので、

ご了承をお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） 久慈幼稚園への補助

ということでございましたが、実は平成16年６月29日

に岩手県が補助金の返還命令を発した経緯がございま

す。また、さらに平成16年12月に、岩手県が補助した

私立学校運営費補助金、これも債権放棄したというふ

うな経緯がございまして、現在では久慈幼稚園への補

助は中止されているというふうに聞いておりますし、

また、文部科学省では現在ペナルティを考えていると

のことでありましたが、詳しいことは承知してござい

ませんので、ご了承願います。 

○委員長（桑田鉄男君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 幼稚園の方はいずれ、もとの方が文

部科学省の方に返還をしたというふうなこともあって、

再建といいますか、の中で動いているというふうなこ

とだから、県の方からもよく情報を聞き合わせながら、

なるたけ早いうちにこの運営費補助がまた復活します

ように努力していただきたいと思います。 

 それから、学校給食センターであります。 

 教育長の方からは、長内中学校の話も出てまいりま

して、それはそれで私は結構なことだと思います。た

だ、私が従来お話ししてきている部分については、公

設民営ということは、今教育長から答弁が出たんです

けれども、私は地産地消のことを含めて、旧久慈市の

場合ですよ、旧久慈市の学校給食にかかわる話でいい

ますと、一極型というのはロットの関係、要するに地

域の生産物のロットの関係からいっても、私は好まし

くないという考え方を持っていますし、あるいは一方
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で、地場の仕出し屋さんとか、そういったところとリ

ンクをする、侍浜の北限閣の話もしたわけですけれど

も、そういった中で、将来的な給食というのはあり得

ないのだろうかということを議論してまいりました。 

 結果として、それは不採用になったと、いずれ教育

委員会とすれば、これまでの給食のありようの中で、

一極集中で、久慈市の場合ですよ。山形は別にしまし

ても、旧久慈市の場合の考え方とすればどうなのか。 

 ただ、山形を見据えた形の中では二極という話があ

ったわけですけれども、それらの整合性、それから山

形の給食センターの調理師は今はどうなっているのか、

久慈市と同じような対応なのか、それとも今も職員を

採用して運営しているのか、そこら辺の整合性につい

てもあわせてお聞かせ願いたい。 

○委員長（桑田鉄男君） 清水頭教育振興室長。 

○教育振興室長（清水頭政志君） 山形地区の学校給

食センターの調理師の現況でございますが、栄養士の

指導管理のもとに行っているわけでございまして、調

理師は全員５名でございますが、臨時職員としており

ます。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 給食センターについて１カ

所ということ、この議論につきましては、過去の議会

でも、当初は教育委員会では数カ所を考えて進めてき

たところ、さまざまな背景、財政的事情さまざま勘案

した結果、１カ所ということになったわけでございま

すが、今のご指摘は、その中で公設民営、あるいは地

産地消という観点から、食材の供給とか、その辺はど

うなのかということでございます。これは極めて重要

でございますので、公設民営という考え方によって今

のような問題が効果を上げないということになれば、

久慈市の大方針である地産地消とか、そういう問題も

かかわってきますので、この問題は１カ所ということ

になりますが、この問題については今後十分検討して、

いずれ産業面、指導面、これの整合がとれるような方

向で取り組んでいきたいと思いますので、ご了承をお

願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 11款災害復旧費、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） 106ページ中ほどに

なります。 

 11款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費でありま

すが、１目道路橋梁災害復旧費に、科目存置のため、

現年発生単独災害復旧事業費1,000円を計上いたしま

した。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 12款公債費、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） 12款公債費、１項公

債費でありますが、１目元金は24億3,663万4,000円を

計上、２目利子は４億9,988万円を計上、３目公債諸

費は14万5,000円を計上、公債費はあわせて29億3,665

万9,000円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 13款諸支出金、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） 108ページになりま

す。 

 13款諸支出金、１項普通財産取得費でありますが、

１目土地取得費に、土地取得事業特別会計繰出金

1,697万3,000円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 14款予備費、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） 14款予備費、１項予

備費でありますが、１目予備費に1,500万円を計上い

たしました。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で、第１条歳入歳出予算の質疑を終わります。 

 次に、第２条債務負担行為、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） 第２条債務負担行為

につきまして、表によりご説明を申し上げます。 

 ６ページになります。 

 第２表債務負担行為でありますが、北日本造船株式

会社への企業立地促進事業補助金について、地方自治

法第214条の規定により債務を負担する行為をするこ
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とができる事項、期間及び限度額をこの表のとおり定

めようとするものであります。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 第３条地方債、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） 第３条地方債につき

ましても、表によりご説明申し上げます。 

 ７ページになります。 

 第３表地方債でありますが、歳出予算に関連して地

域コミュニティ振興基金ほか12件、及び国の財政対策

を受けて減収補てん債、臨時財政対策債、あわせて15

件について、地方自治法第230条第１項の規定により

起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法をこの表のとおり定め

ようとするものであります。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 今、説明がありました、この起こす

ことができるというふうなことになるわけですが、今

年度、平成18年度起こせる、なお起こせる、何か事業

を起こして、平成18年度に事業を新たにまた起こした

形の中で国から認められる、地方債を起こせる許容範

囲というのかな、の枠というのはあるのかどうか。あ

るとすればどの程度、今の久慈市の財政とすればある

のかどうかをお聞かせ願いたい。わかりますか。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 起債を起こすことが

できる範囲と申しますのは、起債制限比率に基づいて

算定されるわけでありますが、それは決算統計に基づ

いて算出されるものでございます。 

 しかし、そうはいっても起債制限比率まで借りると

いうことではなくて、もっと健全財政運営を図らなく

てはならないという使命がございまして、私どもが目

標としておりますのは、この予算書の中で申しますと、

126ページに地方債の現在高の見込みに関する調書と

いうものがございます。この中で起債の元金を償還す

る額とそれから今年度発行する額、この額が償還する

元金を超えない、これを目標にして運営しているとこ

ろでございますので、プライマリーバランスが保てる

ように運営しているということでご理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 私が言いたいのは、そういった意味

で総額の、抱えている部分を含めて起債を起こす、そ

うすると、総額の中でプライマリーバランスを考えな

くてはいかんという中で、平成18年度起こした大きな

事業というのは、地域コミュニティであったり、ある

いは街なかを中心とする再生事業、あるいは病院跡地

の買い戻し、あるいは北日本造船にかかわる部分、私

はこれが何としても平成18年度の大きな予算の肉づけ

だったろう、私は思うんです。この失敗は、許されな

いんだというふうな意味でいえば、この街なか再生、

あるいは病院の跡地を買ったことが、市民にとっての

満足度が向上するために一丸となって取り組まなけれ

ばならない、いわば地方債の起こしなんだろうと思う

わけですけれども、市長のこの事業にかかわる決意を

お聞かせ願いたい。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ただいまのご質問の趣旨ちょ

っとつかみかねましたが、計上した予算、これを適切

に執行することによって当初の目的を達成できるよう

に全力で取り組んでまいりたい、このような答弁でよ

ろしゅうございましょうか。 

〔発言する者あり〕 

○市長（山内隆文君） はい、ありがとうございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 第４条一時借入金、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） １ページになります。 

 第４条一時借入金でありますが、地方自治法第235

条の３、第２項の規定による借り入れの最高額を40億

円に定めようとするものであります。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 第５条歳出予算の流用、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） 第５条歳出予算の流

用でありますが、地方自治法第220条第２項ただし書

の規定により、各項に計上した給料、職員手当及び共

済費に係る予算額に過不足が生じた場合、同一款内で

これらの経費の流用ができるように定めようとするも

のであります。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） 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。議案第１号は原案のと

おり可決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（桑田鉄男君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時といたします。 

午前11時58分   休憩 

──────────────────── 

午後１時00分   再開 

○副委員長（石渡高雄君） 休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

 なお、議案第２号以降、特別会計予算審査につきま

しては、副委員長が進行を務めさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第２号 平成18年度久慈市土地取得事業

      特別会計予算 

○副委員長（石渡高雄君） 議案第２号「平成18年度

久慈市土地取得事業特別会計予算」を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。本案は第１条歳入歳出予算につ

いては、歳入歳出別に説明を受け審査いたしたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、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、事項別明

細書によりご説明申し上げます。 

 ８ページになります。 

 歳入、１款財産収入、１項財産運用収入、１目利子

及び配当金に土地開発基金利子収入1,000円を計上。 

 ２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰

入金に1,697万3,000円を計上。 

 ３款市債、１項市債、１目市債に公共用地先行取得

事業債の借り換え２億170万円を計上いたしました。

以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

 大上委員。 

○大上精一委員 土地取得についてこれからもいろい

ろあろうかと思いますけれども、合併前に旧山形村で

はいろいろ取得をした経過もあるわけですし、これか

らも予想されるところがあろうかと私はそういうふう

に思っているわけでありますが、合併前と合併後のこ

の評価する算定基礎、そういったものがこの合併前と

合併後変わるものがあるものかどうか、不勉強で大変

失礼でございますけれども、若干ご指導いただければ

ありがたいと思います。 

○副委員長（石渡高雄君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 用地の取得をする場

合には、不動産鑑定に従って、その評価をもとにして

購入をするということになります。以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、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） 次に、10ページにな

ります。 

 歳出、１款管理費、１項管理費、１目管理事務費に

一般会計繰出金1,000円を計上。 

 ２款公債費、１項公債費、１目元金に２億1,358万

円を計上。これには平成９年度に借り入れた公共用地

先行取得事業債の借り換えに伴う繰上償還金２億170

万円を含んでおります。 

 ２目利子に509万3,000円を計上、公債費はあわせて

２億1,867万3,000円を計上いたしました。以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条地方債、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） 次に、第２条地方債

でありますが、４ページになります。 

 公共用地先行取得事業の借換債について、起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につい

て、この表のとおり定めようとするものであります。

以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○副委員長（石渡高雄君） 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。議案第２号は原案のと

おり可決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（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第３号 平成18年度久慈市国民健康保険

      特別会計予算 

○副委員長（石渡高雄君） 議案第３号「平成18年度

久慈市国民健康保険特別会計予算」を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。本案は第１条歳入歳出予算につ

いては勘定ごとに、歳入歳出別に説明を受け審査いた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算、事業勘定、歳入、説明を求め

ます。岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） それでは、議案第３

号について、事業勘定について事項別明細書によりご

説明を申し上げます。 

 20ページをお開きください。 

 ２歳入、１款１項国民健康保険税、１目一般被保険

者国民健康保険税でありますが、１節医療給付費分現

年課税分は算出税額から課税限度額超過額、低所得者

軽減額及び資格得喪増減額を控除した後の調定見込み

分を11億2,520万7,000円とし、収納率93％を見込み、

10億4,644万2,000円を計上、２節介護納付金分現年課

税分は7,860万4,000円を計上、３節医療給付費分滞納

繰越分は繰越見込み額を３億6,710万7,000円とし、収

納率15％を見込み、5,506万6,000円、４節介護納付金

分滞納繰越分は366万円を計上。 

 以上、１目一般被保険者国民健康保険税は、あわせ

て11億8,377万2,000円を計上いたしました。これは旧

市村の６月補正後の合算額と比較し、7,599万2,000円、

6.0％の減となっております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税は一般被保険者

に準じて算定したところであり、１節医療給付費分現

年課税分は調定見込み額を１億2,270万円とし、収納

率98％を見込み、１億2,024万6,000円を計上、２節介

護納付金分現年課税分は649万7,000円を計上、３節医

療給付費分滞納繰越分は収納率15％を見込み、84万

3,000円を計上、４節介護納付金分滞納繰越分は５万

5,000円を計上いたしました。 

 以上、２目退職被保険者等国民健康保険税は、あわ

せて１億2,764万1,000円を計上いたしました。 

 これは前年度と比較し777万2,000円、6.5％の増と

なっております。 

 この項、国民健康保険税は、あわせて13億1,141万

3,000円を計上いたしました。 

 次に、２款使用料及び手数料、１項手数料でありま

すが、１目督促手数料45万円を計上いたしました。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金でありますが、１

目療養給付費等負担金は、療養給付費負担金、老人保

健医療費拠出金負担金及び介護納付金負担金、あわせ

て10億4,411万5,000円を計上いたしました。 

 この額の計上に当たりましては、主に三位一体改革

を受けての国保制度改正により、平成17年度から実施

しており、国保給付費等の負担割合を昨年度の100分

の36から100分の34に引き下げて算出したものであり

ます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金は、2,334万円を計

上。この項あわせて10億6,745万5,000円を計上いたし

ました。 

 22ページをお開き願います。 

 ２項国庫補助金でありますが、１目財政調整交付金

は普通調整交付金、特別調整交付金など、あわせて３

億8,746万9,000円を計上。 

 次に、４款県支出金、１項県負担金でありますが、

１目高額医療費共同事業負担金は、2,099万9,000円を

計上、２項県補助金でありますが、１目財政調整交付

金に１億5,362万5,000円を計上。 

 ５款１項療養給付費等交付金でありますが、退職被

保険者等の医療費に対する交付金であり、４億7,298

万1,000円を計上。 

 ６款１項共同事業交付金でありますが、１目高額医

療費共同事業交付金に１億336万2,000円を計上。 

 次に、７款財産収入、１項財産運用収入であります

が、１目利子及び配当金は、高額療養資金貸付基金利
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子及び国保財政調整基金利子、あわせて2,000円を計

上。 

 次に、８款繰入金、１項１目基金繰入金であります

が、国保財政調整基金繰入金１億7,000万円を計上。 

 なお、今回の予算計上後の残高は8,955万7,000円と

なります。 

 ２項１目一般会計繰入金でありますが、保険税低所

得者軽減額の補てん等として、保険基盤安定繰入金２

億2,552万1,000円、その他一般会計繰入金2,849万円、

あわせて２億5,401万1,000円を計上いたしました。 

 24ページになります。 

 ９款１項１目繰越金は、前年度繰越金5,342万8,000

円を計上。 

 なお、平成17年度の両市村の国民健康保険特別会計

事業勘定の全体の決算見込みは、歳入40億8,648万円

余、歳出、38億2,536万円余で、約２億6,112万円余の

決算剰余金が生じる見込みでございます。 

 10款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料でありま

すが、一般被保険者及び退職被保険者等に係る保険税

延滞金、あわせて101万5,000円を計上いたしました。 

 ２項雑入でありますが、第三者行為損害賠償金、不

当利得等返納金及び雑入、あわせて215万3,000円を計

上いたしました。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員 １点お尋ねいたします。 

 県支出金にかかわって１点お尋ねしますが、国保財

政の深刻な状況、年を追うごとに激しく、厳しくなっ

てきているわけですけれども、そういう中で、いわゆ

る県下の政策的な補助金といいますか、これの問題で

あります。 

 ちなみに、これは以前にも触れた経緯があるんです

が、岩手県でみると国保診療所を対象になっていると

思うんですが、被保険者１人当たりは30円前後しかな

いんですよね。ところが、この同じ東北でも宮城県と

か秋田県なんか見ますというと、それでも少ないんで

すが、500円前後と。東京に至っては、4,000円台です

ね。そういう点では、非常に市町村の国保財政が厳し

いわけで、県が競馬組合に20億円前後も投入するとい

うのから比べれば、やはりこれは余りにも少な過ぎる

のではないかという点で、これはぜひ市長会等いろい

ろな機会を通じて、これの抜本的な改善を、支援方を

求めていただきたい。そして幾らかでも国保財政の改

善、被保険者の負担軽減につなげていただきたいとい

うことでございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 沢口国保年金課長。 

○国保年金課長（沢口道夫君） それでは、国保財政

にかかわって県支出金のお話がございましたけれども、

お答え申し上げます。 

 平成17年度の県からの支出金の総額は１億7,200万

円程度ございますけれども、それにつきましては、い

わゆる三位一体改革に伴います県の負担分でございま

す。普通調整交付金、それから特別調整交付金という

ふうな、いわゆるルール分でございまして、小野寺委

員がおっしゃいますような、いわゆる政策的な補助金

については入っておりません。 

 委員おっしゃいますとおり、国保財政が非常に厳し

い中で、県からも補助金をいただければと思うんです

けれども、県財政も厳しい状況にあると思いますけれ

ども、いずれ今委員がおっしゃいましたとおり、私ど

もも県大会とか、あるいは国保制度改善強化の県大

会・東北大会等におきまして、そういった国・県補助

金、財政基盤のための要望活動を強くしておりますの

で、引き続き努め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（石渡高雄君） 大上委員。 

○大上精一委員 22ページの６款でお伺いしますが、

市内にどの程度対象者がおられるのか、お伺いいたし

ます。 

○副委員長（石渡高雄君） 沢口国保年金課長。 

○国保年金課長（沢口道夫君） ６款の高額医療共同

事業費交付金の件でございますけれども、これは事業

実施主体が、国保連が実施主体となっておりますが、

80万円を超える部分の高額な医療費に対して交付する

ことでございまして、件数等につきましては、ちょっ

と今手元に資料ございませんので、資料を取り寄せて

からご答弁申し上げたいと思います。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、事業勘定、歳出、給与費明細書を含め説明を

求めます。岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） それでは、歳出につ

いてご説明申し上げますが、36ページをお開き願いま

す。 

 まず、給与費明細書についてご説明申し上げます。 
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 特別職でありますが、その他特別職について、本予

算に計上しております国民健康保険税の徴収を行う専

門集金員１名及び国民健康保険事業の運営に関する重

要な事項を審議していただく国保運営協議会委員14名、

あわせて15名の報酬287万6,000円、共済費38万4,000

円、あわせて326万円を計上いたしました。 

 前に戻って26ページをお開き願います。 

 ３歳出、１款総務費、１項総務管理費でありますが、

１目一般管理費は臨時職員賃金及び共済費ほか６件、

あわせて2,137万7,000円を計上、２目連合会負担金は

国保連負担金760万1,000円を計上、この項あわせて

2,897万8,000円を計上いたしました。 

 ２項徴税費でありますが、１目賦課徴収費は専門集

金員報酬、賦課経費及び徴収経費あわせて1,299万円

を計上。 

 ２目納税奨励費は納税意識の普及啓発をし、収納率

の向上を図るため、市税納付促進業務経費及び納税貯

蓄組合連合会補助金、あわせて733万3,000円を計上、

この項あわせて2,032万3,000円を計上いたしました。 

 ３項運営協議会費でありますが、国民健康保険事業

の運営に関する重要な事項を審議していただく国保運

営協議会委員報酬ほか３件、あわせて51万9,000円を

を計上いたしました。 

 28ページをお開き願います。 

 ４項趣旨普及費は広報用パンフレット制作費等41万

2,000円を計上。 

 次に、２款保険給付費でありますが、医療費、被保

険者等の推移等を勘案し調整したものであり、１項療

養給付費は１目一般被保険者、２目退職者被保険者等

それぞれに係る療養給付費及び３目、４目の一般被保

険者及び退職被保険者等の療養費並びに５目診療報酬

等審査支払手数料、あわせて24億7,626万3,000円を計

上。前年度と比較し、１億371万3,000円、4.4％の増

となっております。 

 ２項高額療養費でありますが、１目一般被保険者及

び２目退職者被保険者等分、あわせて２億8,044万

2,000円を計上。前年度と比較し、988万1,000円、

3.7％の増となっております。 

 ３項移送費でありますが、１目一般被保険者及び２

目退職者被保険者等分あわせて15万円を計上。 

 30ページをお開き願います。 

 ４項出産育児諸費は、１目出産育児一時金98人分、

2,940万円を計上、５項葬祭諸費は葬祭費291件分、

873万円を計上。 

 次に、３款１項老人保健拠出金でありますが、これ

までの実績を勘案し、１目老人保健医療費拠出金及び

２目事務費拠出金、あわせて７億189万5,000円を計上。 

 次に、４款１項介護納付金でありますが、社会保険

診療報酬支払基金で示す算定式により算出した額３億

1,187万5,000円を計上。 

 ５款１項共同事業拠出金でありますが、１目高額医

療費拠出金は実績等を勘案し、9,336万3,000円を計上、

２目その他共同事業拠出金5,000円とあわせて、この

項は9,336万8,000円を計上いたしました。 

 32ページになります。 

 ６款１項保健事業費でありますが、１目保健普及費

は医療費通知作成事務経費ほか３件、あわせて508万

円を計上。 

 ２目健康管理費は健康管理施設ひまわり荘利用料負

担金、人間ドック利用料補助金425人分、あわせて998

万円を計上、この項あわせて1,506万円を計上いたし

ました。 

 次に、７款１項基金積立金でありますが、財政調整

基金積立金は1,000円を計上。 

 ８款１項公債費は一時借入金利子として６万6,000

円を計上。 

 次に、９款諸支出金、１項償還金及び還付金は国民

健康保険税の還付金ほか、あわせて342万1,000円を計

上。 

 34ページをお開き願います。 

 ２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金は国庫補

助金の特別調整交付金のうち、へき地診療所運営費交

付金分746万円を計上。 

 10款予備費は、2,000万円を計上いたしました。以

上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。城内委

員。 

○城内仲悦委員 第１点は、この出産育児一時金の問

題ですが、１件当たり30万円ということの予算計上で

ありますけれども、現実はもう少し医療機関にお支払

いしているのではというふうに思うんですが、この30

万円というのは、実態と若干合わないのではないかと

思うんですが、その辺お聞かせいただきたいと思いま

す。 
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 それから、６款の１項２目の健康管理費の関係です

けれども、人間ドック利用料補助金ですが、昨年でし

たか一昨年でしたか、ドックを受ける方の負担がふえ

たんですけれども、この関係でことしの場合と利用料

金の負担が現在多くなっているんですけれども、少な

い時代と現在補助金が減って、個人が出す割合が多く

なっているわけですけれども、そのことによってのド

ックを受ける人数の動向がどうなるのか、個人負担が

少なかった時代と多くなっている今とでどういう変化

が起きているのか、お聞かせを願いたいというふうに

思います。 

 それから、歯周病の関係と、いわゆる早産の原因に

なっているんだということがアメリカの調査でもわか

ったというふうに報道されております。歯周病という

のは、ご存じのとおり歯と歯茎のところに出るポケッ

トですけれども、そこで菌が発生をして、それが体内

に回ると、そのことによって心臓病や血管障害、呼吸

器疾患、早産に影響するんだということでございます。 

 そういった意味で、こういった妊婦に対するそうい

った健康相談なり、治療を促進することになっている

のか、その状況についてお聞かせいただきたいと思い

ます。以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 沢口国保年金課長。 

○国保年金課長（沢口道夫君） それでは、私の方か

ら、まず、出産育児一時金についてのご質問にお答え

いたします。 

 委員ご承知のとおり、現在１件30万円というふうな

ことで出産育児一時金を支給しておりますが、平成17

年度の実績といいますか、国保年金課の方で把握でき

る分は、いわゆる受領委任分でございますが、それで

見ますと、出産にかかった総費用の平均は31万5,000

円程度になっております。そこで１件当たり30万円と

いうふうなことでございます。 

 それから、先般、国会の方で成立いたしました、い

わゆる医療制度改革関連法案の中で、健康保険法等の

改正もございましたけれども、その中で出産育児一時

金については、平成18年10月から35万円に引き上げに

なるということでございます。久慈市でも出産育児一

時金については条例で定めておりますけれども、10月

から35万円に引き上げるということで条例改正が出て

きますけれども、これにつきましては、９月定例議会

の方に提案申し上げたいというふうに考えております。 

 それから、人間ドックの利用の状況でございます。

補助率を見直ししたわけでございますが、それで利用

者の影響はどうかというふうなことでございましたけ

れども、改正は平成17年度からでございます、平成17

年４月からでございますけれども、平成17年度の利用

実績は297件でございます。その前、平成16年度の利

用実績は368件、平成15年度が345件ということでござ

いまして、若干利用者は減ってきているというふうな

ことが言えると思いますが、いずれこういった制度が

あるということを周知して、利用を図っていただきた

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（石渡高雄君） 勝田保健健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） 歯周病の関係で早産

に影響があるのではないかということで、その対応を

どうするかということでございますが、これにつきま

しては、母子保健の妊婦の健康診査等で対応してまい

りたい、そのように考えております。以上でございま

す。 

○副委員長（石渡高雄君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 歯周病関係ですけれども、これまで

は、そういったことについてまだやってきていなかっ

たということですか、これから今後健診とか、そうい

った母子の健康相談の中で徹底していくということで

しょうか、お聞かせください。 

 それから、もう１点、今課長から平成15年、16年実

績と17年４月からの補助率の改定等によって利用者が

減ったということが如実にあらわれたんですけれども、

70名強が16年、17年関係で減っているわけですね。 

 そういった意味では、本当にこの点の急激な補助金

の引き下げがこのような状況を生み出したのではない

かと私は思うんですけれども、いずれ16年までは農協

等との関連で言うと五、六千円の負担が一気に２万円

を超えるという状況になってくると、お一人そうです

から、それが例えば夫婦で行くと５万円近くになって

しまう、もっとするかな。そういった状況で、なかな

か夫婦そろって今まで行っていたのが行けなくなった

という状況、そういう声も聞くわけです。 

 そういった意味で、この人間ドックというのは総合

的に、１年に１回程度、一定の年齢に達した方がオー

バーホールするといいますか、総点検をして明日から

また健康に暮らすという意味での極めて重要な施策だ

と私は思っているわけです。そういった意味で言えば、
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急激な変化がこのような現象を生み出したというふう

に私は思うんで、そういった点では、再度若干の見直

しが必要なのではないかというふうに思うんですが、

この実態から見てそういったことをお感じになりませ

んでしょうか。お聞かせください。 

○副委員長（石渡高雄君） 沢口国保年金課長。 

○国保年金課長（沢口道夫君） 人間ドックの利用料

補助金のことでございますけれども、委員ご承知のと

おり、平成17年４月１日から補助率２分の１、限度額

を３万円というふうに改正してございます。それ以前

は、平成16年度までは補助率５分の４、限度額５万円

というふうなことでございまして、他の市町村等と比

べた場合、久慈市の場合、非常に補助率あるいは限度

額ともに高い状況にございました。いずれ市政改革プ

ログラムに基づきます全事務事業の見直しの中で、ま

たそして厳しい国保財政状況下にあって、将来にわた

って持続可能な制度となるような改革をしたわけでご

ざいます。 

 山形村の合併に際しましても、山形村との補助率、

限度額等の調整が必要になったわけですが、旧山形村

でも２分の１の補助、限度額３万円ということでござ

いましたので、ちょうどそれで整合性がとれたという

形で改正に踏み切ったものでございますので、そうい

った状況にございますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

○副委員長（石渡高雄君） 勝田保健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） 歯周病の関係でござ

いますが、現在もやっているのか、これから取り組む

かということでございますが、歯科については現在も

やっているということでございます。これからも続け

ていきたいということでございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今の点ですけれども、２分の１限度

で３万円、５分の４、５万円がそういった形で変化し

たわけですが、結局60名を超える人がこの結果減った

ということになっているわけですね。そうしますと、

いわば人間ドックというのは、がん等の早期発見につ

ながっているわけですね。60人が受けなくなったこと

によって、まさに早期発見がおくれて、がんになる。

それがストレートに医療費にはね返ってくるわけです

よね。そういった点でいうと、医療費の方が高くなっ

て、そういう意味では、逆に国保財政を圧迫するとい

うふうになるわけです。 

 その点は、やはり確かに５分の４、限度額５万円と

いうのは、確かに他市と比べたら高かったかもしれま

せん。しかし、そういった意味では、医療費を増高さ

せない、事前のチェックをすることによって、早期発

見をすることによって医療費を抑えるということに、

私はそういう意味では極めていい役割をしてきたと思

うんですよ。そこのところが人間、健康で長生きする

ということは、最大の一つのいいことですから、おそ

くなって発見されて手おくれということになってしま

うと、すべてマイナスになってしまうわけですね。 

 そういう点でいうと、補助金を減らして医療費がふ

えるということになるのではないかというふうに思う

わけですので、そういう点では早期発見、早期治療、

そのことが医療費増高を抑えるということになるし、

ひいては国保財政をやはり健全に持っていくという方

向だと思うので、その点はこの限度額についてもう少

し、３万円というのはちょっと低すぎるので、実際の

ドックの料金からいってみますと。そういった点では、

その実態を踏まえながら見直し、いい意味での見直し

をしていってほしいなというふうに思いますので、再

度よろしくお願いします。 

○副委員長（石渡高雄君） 沢口国保年金課長。 

○国保年金課長（沢口道夫君） 城内委員おっしゃい

ますとおり、私もこの制度につきましては、疾病の早

期発見、それから早期治療による医療費の低減につな

がるんだということについては、理解はしております。

そのような目的でこの人間ドックの利用料補助金の制

度を設けておるわけでございます。 

 ただ、やはり国保財政といった面で考えると、なか

なか前に戻すようなということについては、現在のと

ころまだそこまではいっていないというふうに考えて

おりますので、いずれこの制度そのものについては周

知してまいりたいというふうに考えておりますが、補

助率、限度額については、現行のままでやっていきた

いというふうに考えておりますので、ご理解を賜りた

いと思います。以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 １点お尋ねをいたします。 

 療養給付費にかかわってですが、後発医薬品の使用

の問題が出ています。医療の中でも、いわゆる薬価で

すか、日本の場合は諸外国に比べて高いと言われてい
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ます。 

 そこでこの後発医薬品の使用状況を見ますというと、

手元の資料では県立病院の分しか持っていないわけで

すけれども、久慈病院で見ますと、利用率が購入単価

で3.2％なんですよね。県内で見ても非常に低い状況

にあります。しかも、これはなかなか患者さんの方か

ら、なかなか言いづらいし、また、それを言えるよう

な知識も持っていないわけですから、そういう点では、

効能が実際同じなそういう後発医薬品、これはぜひ利

用を高めていただくということを医療機関、わけても

県立の病院に要請をして、幾らかでも低く抑えるとい

う努力は必要なのではないかというふうに思いますが、

その点の考え方についてお聞かせください。 

○副委員長（石渡高雄君） 沢口国民年金課長。 

○国民年金課長（沢口道夫君） 後発医薬品の関係で

ございますけれども、以前にもお話がございまして、

県立久慈病院の方にも問い合わせて、どういった品目

に使っているのかというふうな調査した、調査といい

ますか、以前に調べたことがございますけれども、最

近については、まだちょっと調べておりませんので、

その辺を県立久慈病院の方と相談といいますか、実態

を調べながらそういった要請もしてまいりたいという

ふうに考えておりますので、ご了承をお願いしたいと

思います。 

○副委員長（石渡高雄君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今の関連ですけれども、同じ県立で

も遠野は11％、紫波は12％というふうになっています

し、大迫は15％の利用率になっていますね。 

 そこで市長、久慈病院運営協議会があるわけですが、

そういった点でも、こういった点も含めて協議会の中

で提起、提案をしていただいて、利用の促進方を働き

かけていただくわけにいかないでしょうか。 

○副委員長（石渡高雄君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ……したいと思います。 

○副委員長（石渡高雄君） この際、大上委員の質問

に対する保留中の高額医療費に関する答弁を求めます。

沢口国保年金課長。 

○国保年金課長（沢口道夫君） それでは、先ほど大

上委員のご質問で保留しておりました高額医療費につ

いて答弁申し上げたいと思いますが、平成17年度でご

ざいますが、約250件というふうになっておりますの

で、ご了承をお願いいたします。 

〔「了解」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定、歳入、説明を求めます。

岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） それでは、直営診療

施設勘定について事項別明細書によりご説明申し上げ

ます。 

 42ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款診療収入、１項入院収入でありますが、

３目老人保健診療報酬収入900万円、４目一部負担金

収入100万1,000円、５目標準負担額収入、いわゆる入

院時食事療養費200万1,000円など、あわせて1,216万

2,000円を計上いたしました。 

 ２項外来収入でありますが、１目国民健康保険診療

報酬収入2,200万円、３目老人保健診療報酬収入8,200

円、４目一部負担金収入2,000万1,000円など、あわせ

て１億3,630万1,000円を計上。 

 ３項その他の診療収入は老人訪問健康診断料ほか３

件、あわせて1,103万4,000円を計上。 

 次に、２款使用料及び手数料、１項使用料でありま

すが、特別室使用料ほか１件、あわせて15万3,000円

を計上いたしました。 

 ２項手数料でありますが、診断書作成料として50万

円を計上。 

 44ページをお開き願います。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入は財政調整基金利

子2,000円を計上、２項財産売払収入は、科目存置と

して1,000円を計上。 

 次に、４款繰入金、１項一般会計繰入金は8,600万

円を計上、前年度と比較し、1,200万円の増となって

おります。２項事業勘定繰入金は、へき地診療所運営

費として746万円を計上。 

 ３項財政調整基金繰入金は300万円を計上。このこ

とにより、繰り入れ後の財政調整基金残高は781万円

となります。 

 次に、５款１項繰越金でありますが、前年度繰越金

1,000万円を計上いたしました。 

 なお、平成17年度の直営診療施設勘定の全体の決算

見込みは、歳入は２億7,467万円余、歳出が２億5,012

万円余で、約2,455万円余の決算剰余金が生ずる見込

みでございます。 

 次に、６款諸収入、１項１目雑入でありますが、電
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話料等38万7,000円を計上いたしました。以上でござ

います。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、直営診療施設勘定、歳出、給与費明細書を含

め説明を求めます。岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） それでは、50ページ

をお開き願います。 

 まず、給与費明細書についてご説明申し上げます。 

 初めに、１特別職でありますが、その他の特別職に

ついて本予算に計上しております嘱託医師１名及び国

保連登録派遣医師等を含め、３人分の報酬、2,829万

5,000円、共済費102万1,000円、あわせて2,931万

6,000円を計上いたしました。 

 次に、一般職でありますが、51ページの２一般職、

(1)総括をごらんいただきたいと思います。 

 職員数は10人で、給与費は6,590万6,000円、共済費

1,796万8,000円、あわせて8,387万4,000円を計上いた

しました。職員手当の内訳につきましては、その下の

一覧表のとおりになっておりますので、ごらん願いま

す。 

 (2)給料及び職員手当の状況につきましては、51ペ

ージから53ページのとおり、職員の給与水準をあらわ

したものでございます。職員１人当たりの給与のほか

初任給、級別職員数等につきましては、それぞれの表

に示しておりますので、ごらん願います。 

 前に戻っていただきまして、46ページをお開き願い

ます。 

 ３歳出、１款総務費、１項施設管理費でありますが、

47ページの説明欄の１行目に脱字がございますので訂

正をお願いしたい思います。「保連登録派遣医師報

酬」と記載しておりますが、「国保連登録派遣医師報

酬」と訂正いただきたいと思います。 

 それでは、説明しますが、１目一般管理費は国保連

登録派遣医師報酬ほか５件、あわせて１億4,416万

2,000円を計上、２目連合会負担金は国保連負担金４

万7,000円を計上、この項あわせて１億4,420万9,000

円を計上いたしました。 

 ２項１目研究研修費でありますが、職員等研究研修

費ほか５件、あわせて55万7,000円を計上いたしまし

た。 

 次に、２款１項医業費でありますが、１目医療用機

械器具費はエックス線用レーザープリンタ更新など

395万8,000円を計上、２目医療用消耗機材費は検査用

試薬品代等520万円を計上、３目医薬品衛生材料費は

9,800万円を計上。 

 48ページになります。 

 ４目寝具費は92万円を計上。この項はあわせて１億

807万8,000円を計上いたしました。 

 ２項給食費でありますが、給食用器具費及び給食用

賄材料費あわせて311万円を計上。 

 次に、３款１項１目施設整備費は施設修繕料として

10万円を計上。 

 ４款１項公債費は、診療所整備事業債に係る地方債

元金及び利子償還金、あわせて818万6,000円を計上。 

 次に、５款１項基金積立金は、財政調整基金積立金

3,000円を計上。 

 ６款１項１目予備費は275万7,000円を計上いたしま

した。以上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条一時借入金、説明を求めます。岩泉市

民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） それでは、13ページ

をお開き願います。 

 第２条の一時借入金でありますが、地方自治法第

235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れ

最高額を事業勘定について6,000万円と定めようとす

るものであります。以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条歳出予算の流用、説明を求めます。岩

泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 第３条の歳出予算の

流用でありますが、地方自治法第220条第２項ただし

書の規定により、事業勘定の保険給付費の各項に計上

された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用ができるように定

めようとするものであります。以上で説明を終わりま

す。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 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。議案第３号は原案のと

おり可決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（石渡高雄君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第４号 平成18年度久慈市老人保健特別

      会計予算 

○副委員長（石渡高雄君） 議案第４号「平成18年度

久慈市老人保健特別会計予算」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け

審査いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。岩泉

市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） それでは、議案第４

号について事項別明細書により説明申し上げます。 

 62ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款１項支払基金交付金、１目医療費交付

金は、１節現年度分に説明欄のとおり３月から９月の

医療費に係る前期補助対象額、10月から２月の医療費

に係る後期補助対象額及び一定以上の所得者の医療費

に係る公費対象外に、それぞれの負担率を乗じて算出

した額の合計額14億7,424万円を計上、２節過年度分

に前年度の医療諸費の実績に伴う追加交付額1,005万

5,000円を計上、あわせて14億8,429万5,000円を計上

いたしました。 

 ２目審査支払手数料交付金は1,178万3,000円を計上、

この項あわせて14億9,607万8,000円を計上いたしまし

た。 

 次に、２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目医療

費負担金は、１節現年度分に前期補助対象額、後期補

助対象額にそれぞれの負担率を乗じて算出した額の合

計額８億5,128万2,000円を計上、２節過年度分に前年

度の医療諸費の実績に伴う追加交付額2,901万7,000円

を計上、あわせて８億8,029万9,000円を計上いたしま

した。 

 次に、３款県支出金、１項県負担金、１目医療費負

担金は、１節現年度分は２億1,281万8,000円を計上、

２節過年度分に前年度の医療諸費の実績に伴う追加交

付額210万6,000円を計上、あわせて２億1,492万4,000

円を計上いたしました。 

 ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、市の負担

分２億1,554万9,000円を計上いたしました。 

 64ページをお開き願います。 

 ５款１項１目繰越金は、前年度繰越金に1,000円を

計上。 

 ６款諸収入、１項雑入、１目第三者納付金は、第三

者行為損害賠償金1,000円を計上いたしました。以上

であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 66ページをお開き願

います。 

 ３歳出でありますが、１款１項医療諸費は医療給付

費、医療費支給費ほかあわせて27億6,294万5,000円を

計上いたしました。所要額につきましては、対象者及

び医療費の推移等を勘案し、それぞれ調製したもので

あります。 

 次に、２款諸支出金、１項償還金は、前年度医療諸

費の実績による審査支払手数料交付金の精算返還金66

万4,000円を計上いたしました。 

 ３款１項１目繰上充用金は、前年度会計が歳入不足

を生じたことから、前年度繰上充用金4,324万3,000円

を計上いたしました。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 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。議案第４号は原案のと

おり可決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（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、議案第４号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第５号 平成18年度久慈市介護サービス

      事業特別会計予算 

○副委員長（石渡高雄君） 議案第５号「平成18年度

久慈市介護サービス事業特別会計予算」を議題といた

します。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け

審査いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。佐々

木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） それでは、議案第

５号について事項別明細書によりご説明を申し上げま

す。 

 76ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款サービス収入、１項介護給付費収入に

ついてでありますが、１目居宅介護サービス費収入に

6,444万8,000円を計上いたしました。これは主に平成

17年度実績見込み及び通所介護施設であります老人デ

イサービスセンターの指定管理委託を勘案し、訪問介

護収入及び通所介護費収入を減額計上したものであり

ます。 

 ２目居宅介護サービス計画費収入は、ケアプランの

作成の実績見込みにより1,224万円を計上。この項は

あわせて7,668万8,000円を計上いたしました。 

 ２項自己負担金収入は、実績等を勘案し613万6,000

円を計上いたしました。 

 ２款繰入金、１項一般会計繰入金でありますが、低

所得者対策として自己負担金を軽減した額の２分の１

の額を一般会計から繰り入れをするものであります。 

 ３款諸収入、１項雑入でありますが、564万7,000円

を計上。これは訪問調査受託収入及び通所介護の実費

負担などであります。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め説明を求めます。

佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 80ページをお開き

願います。 

 給与費明細書についてご説明を申し上げます。 

 職員数、これはヘルパー等嘱託職員20名であり、報

酬は4,324万3,000円、共済費は634万1,000円、あわせ

て4,958万4,000円を計上いたしました。 

 78ページをお開き願います。 

 ３歳出、１款総務費、１項施設管理費でありますが、

951万1,000円を計上いたしました。内容でありますが、

訪問看護ステーション等各サービス事業所の実績見込

みによる運営管理費であります。 

 ２款サービス事業費、１項居宅サービス事業費であ

りますが、6,965万6,000円を計上しました。これは主

に各サービス事業にかかわる嘱託職員報酬及びパート

職員賃金などであります。 

 ２款、２項居宅介護支援事業費でありますが、介護

支援専門員等による経費として919万7,000円を計上い

たしました。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員 １点お聞かせをいただきたいと思

います。 

 この事業運営上の車両の駐車場の取り扱いの問題、

駐車がなかなか厳しくなって、事業運営上の車両の駐

車禁止の除外の取り扱いが以前の介護センターの場合

だとあったということですが、サービス運営上の取り

扱いがどういう状況になっているのか。 

 それから、あわせてこの地域支援センターが発足す

るわけですが、これが従前にあった介護支援センター

と同じような駐車禁止の除外の取り扱いができるのか

どうか、当市の状況、どういう状況にありますか、お

聞かせください。 

○副委員長（石渡高雄君） 根井介護支援課長。 

○介護支援課長（根井秀美君） 訪問等にかかわる駐

車の件でございますが、まず、訪問入浴車につきまし

ては、警察の方の駐車の許可を取りまして、例えば国

道でもとめられるようにいたしております。 

 また、訪問看護、またはヘルパーの方でございます

が、これにつきましては、利用者の自宅から近いとこ

ろに事業所等がございましたら、そこにお願いをいた

しまして、そこに駐車をしてもらうような形でもって
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の実施をしております。 

 あと地域包括支援センターの部分でございますが、

これはこれからまたいろいろいっぱい出てくると思い

ます。ただ、これにつきましても、やはり同じように

近所の駐車場があるところにお願いをして、支障のな

いような形でもって実施してまいりたいというふうに

考えてございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 １点。２款の１項、説明の欄の最後

の方に、680万2,000円の介護サービス向上事業費の内

容を説明してください。 

○副委員長（石渡高雄君） 根井介護支援課長。 

○介護支援課長（根井秀美君） この介護サービス向

上でございます。これにつきましては、例えば再三の

注意が必要な利用者がございます。例えば膠原病です

ね、リューマチ等の場合、ちょっと動かすだけでかな

り痛みを生じるような場合、なるべく早く短時間で終

わらせるために、本来であれば１名派遣するところ２

名を派遣してサービスの向上、あるいは痛みとか、そ

ういった部分を緩和させるというふうな部分で取り組

んでおります。 

〔「了解」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 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。議案第５号は原案のと

おり可決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（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第６号 平成18年度久慈市魚市場事業特

      別会計予算 

○副委員長（石渡高雄君） 議案第６号「平成18年度

久慈市魚市場事業特別会計予算」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は第１条歳入歳出予算につ

いては、歳入歳出別に説明を受け審査いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。中森

農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 議案第６号につきま

して事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 88ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款使用料及び手数料、１項１目使用料は、

市営魚市場使用料として1,162万2,000円を計上いたし

ました。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子は、魚

市場建設等基金の利子として1,000円を計上いたしま

した。 

 ３款繰入金、１項１目基金繰入金は、魚市場建設等

基金繰入金として1,000円を計上。２項１目一般会計

繰入金でありますが、1,259万6,000円を計上いたしま

した。これは魚市場建設債の元利償還金に向けての一

般会計からの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金でありますが、前年度繰越金の

科目存置のため1,000円を計上いたしました。 

 次に、５款１項市債、１目市場事業債は１億810万

円を計上いたしました。これは第１卸売場の施設改修

事業費に充てるものであります。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め説明を求めます。

中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） それでは、歳出であ

りますが、92ページをお開き願います。 

 まず、給与費明細書でありますが、特別職について

は、魚市場運営委員会委員報酬として８名分、4万

8,000円を計上いたしました。次に一般職についてで

ありますが、職員１名分の給与費、共済費あわせて

520万8,000円を計上いたしました。それ以外の明細に

つきましては、一般会計に準じておりますので省略さ

せていただきます。 

 前に戻りまして90ページをお開き願います。 

 １款総務費、１項総務管理費でありますが、１目一

般管理費といたしまして１億1,585万5,000円を計上い

たしました。これは主に第１卸売場の施設改修事業費

及び職員給与費等の管理経費であります。 

 ２款１項公債費でありますが、１目元金は1,022万

4,000円、２目利子として614万2,000円を計上、この
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項はあわせて1,636万6,000円を計上いたしました。 

 ３款１項１目予備費でありますが、10万円を計上い

たしました。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。城内委

員。 

○城内仲悦委員 第１卸売場といいますか、の改修、

これは以前にも指摘した経緯があるんですけれども、

古い方の赤茶けたところの改修だと思うんですが、そ

の辺の内容をちょっとお聞かせください。もう大分古

くなって……内容ですね。 

○委員長（桑田鉄男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 第１卸売場の改修につ

いてのご質問でございます。 

 内容でございますが、昨年度の耐震診断によりまし

て、その結果、倒壊の危険性が高いという結果が出さ

れました。そういったことで改修しようとするもので

ございます。これから設計を組むという予定でござい

ますけれども、２階、３階の部分を取り払って下の構

造は残して、そこに屋根をかけて耐震構造にたえるよ

うなものにするという計画でございます。以上でござ

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条地方債、説明を求めます。中森農林水

産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 84ページをお開き願

います。 

 第２条地方債でありますが、市場整備事業について

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を第２表の

とおり定めようとするものでございます。 

 以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 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。議案第６号は原案のと

おり可決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（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第７号 平成18年度久慈市漁業集落排水

      事業特別会計予算 

○副委員長（石渡高雄君） 議案第７号「平成18年度

久慈市漁業集落排水事業特別会計予算」を議題といた

します。 

 お諮りいたします。本案は第１条歳入歳出予算につ

いては、歳入歳出別に説明を受け審査いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。中森

農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 議案第７号につきま

して事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 104ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目

漁業集落排水分担金は、441万3,000円を計上いたしま

した。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目漁業集落

排水使用料は、989万円を計上いたしました。 

 ３款県支出金、１項県補助金、１目農林水産業費補

助金は、8,450万円を計上いたしました。 

 ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、8,578万

2,000円を計上いたしました。 

 ５款諸収入、１項１目雑入は、消費税及び地方消費

税還付金等として400万1,000円を計上いたしました。 

 ６款１項市債、１目下水道事業債は、7,600万円を

計上いたしました。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め説明を求めます。

中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） それでは、歳出であ

りますが、108ページをお開き願います。 

 まず、給与費明細書でありますが、一般職の職員２

名分の給与費、共済費、あわせて1,158万1,000円を計

上いたしました。 

 それ以外の明細につきましては、一般会計に準じて

おりますので、省略させていただきます。 
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 前に戻りまして、106ページをお開き願います。 

 ３歳出、１款１項漁業集落排水管理費でありますが、

１目総務管理費は299万8,000円を計上いたしました。

これは水洗便所改造資金利子補給金ほか、管理事務費

等として計上したものでございます。２目施設管理費

は1,868万7,000円を計上、これは排水施設の維持管理

費であります。この項はあわせて2,168万5,000円を計

上いたしました。 

 次に、２款漁業集落排水事業費、１項１目漁業集落

排水整備費として１億7,892万4,000円を計上いたしま

した。これは小袖、桑畑の２地区の事業費を計上した

ものでございます。 

 ３款１項公債費でありますが、１目元金は3,539万

2,000円、２目利子は2,858万5,000円を計上、この項

はあわせて6,397万7,000円を計上いたしました。以上

であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。城内委

員。 

○城内仲悦委員 この２款の漁業集落排水事業費にか

かわってなんですけれども、事業費のメニューがさま

ざまあるんですよ、中身を見るとね。以前、このメニ

ューを使って公園整備したりしていた経過があったん

ですけれども、今回の小袖地区、桑畑地区の部分で、

いわゆる漁業集落排水施設の施設をやる分と、それに

附帯した公園をつくるとか、これまでもメニューを使

って、予算には説明がないままやってきた時代があり

ましたが、この小袖地区、桑畑地区、単独事業費も見

ているわけでございますけれども、今度の事業の中で、

計画の中で字面どおりなのか、それともメニューがい

ろいろあって、さまざまなメニューも一緒に中に入っ

ているのか、ありますよね、事業費のメニューが。公

園もつくるとか、できるとか、見るとあるんですけれ

ども、今回そういったメニューもこの予算の中に入っ

ているのかどうか、説明がなかったので、その内容を

説明してください。単純に小袖地区の、桑畑地区の排

水事業、管敷設とか、そういっただけなのか、お聞か

せください。意味はわかるでしょう。 

○副委員長（石渡高雄君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） ２款の事業費の内容と

いうこと、小袖地区、桑畑地区の事業費の内容という

ことでございますが、ここの予算に盛っている小袖地

区の7,000万円の事業費の内容でございますが、工事

費で申し上げますと、小袖地区は汚水管の1,400メー

トルを予定しているものでございます。それから桑畑

地区につきましては、汚水管1,200メートルを予定し

ているものでございます。そのほかに設計等の委託費

を見込んでいるものでございます。以上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 簡単に補足いたしま

す。 

 いわゆる下水道については、この特別会計で対応し

ておりますし、広場とか、集落道等につきましては、

一般会計の方で取り組んでおりますので、ご了承願い

ます。以上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 そうしますと、その附帯関連、そう

いった施設についてはあるということですか、一般会

計でも何でもいいんですが、その中身を教えてくださ

い。ちょっとここでないとわからなかったものですか

ら。ちょっと不親切ですよ。お願いします。 

○副委員長（石渡高雄君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 大変失礼いたしました。

一般会計の方での事業費でございますが、一般会計の

方では、小袖地区を8,000万円見込んでおりまして、

全体事業費では１億5,000万円ほど小袖地区を見込ん

でおります。 

 その内容でございますが、一般会計の方で見込んで

いる分は、小袖地区につきましては、集落道を360メ

ートル、それから桑畑地区につきましては、集落道

1,895メートルを予定しているものでございます。以

上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条債務負担行為、説明を求めます。中森

農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 100ページをお開き

願います。 

 第２条債務負担行為でありますが、水洗便所改造資

金利子補給について、期間、限度額を第２表のとおり

定めようとするものでございます。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条地方債、説明を求めます。中森農林水

産部長。 
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○農林水産部長（中森健二君） 第３条地方債であり

ますが、100ページのとおり、漁業集落排水事業につ

いて限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を第３

表のとおり定めようとするものであります。以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 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。議案第７号は原案のと

おり可決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（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第８号 平成18年度久慈市国民宿舎事業

      特別会計予算 

○副委員長（石渡高雄君） 議案第８号「平成18年度

久慈市国民宿舎事業特別会計予算」を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。本案は第１条歳入歳出予算につ

いては、歳入歳出別に説明を受け審査したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。卯道

産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは、議案第８

号につきまして事項別明細書により説明申し上げます。 

 122ページをお開き願います。 

 ２歳入、１款国民宿舎事業収入、１項事業収入であ

りますが、１目営業収入として5,141万1,000円を計上

いたしました。 

 この内訳でありますが、宿泊収入として4,108万

8,000円を、売店収入として180万6,000円を、その他

収入として851万7,000円を計上いたしました。 

 次に、２目営業外収入でありますが、雑収入として

23万円を計上いたしました。 

 ２款諸収入、１項１目雑入でありますが、財源調整

のため315万5,000円を計上いたしました。以上であり

ます。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。播磨委

員。 

○播磨忠一委員 それでは、北限閣活用についてご質

問いたしたいと思いますが、ご案内のとおり、利用者

が非常に少なくなったり、その他施設等が古くなった

ということで、事業収入の落ち込みが非常に大きくな

って経営が厳しいから、いわゆる市政改革プログラム

におきまして、平成18年度をもって廃止するというこ

とになったわけでございますが、私はこれを継続的に

事業をしろということではございませんけれども、今

度の６月15日号の広報にも掲載されておりますけれど

も、「北限閣の活用方法について募集」ということに

なっていますけれども、以前にも募集したわけでござ

いますが、多分応募がなくて再度の募集ということに

なったろうと思いますけれども。 

 私は、この募集をすることはいいのでございますけ

れども、いわゆる漠然と募集をするのではなくて、例

えば今当市では交流事業に一生懸命取り組んでおるわ

けでございます。それで山形地域においては、グリー

ンツーリズムということで一生懸命やっているわけで

ございますが、これは例えば海ですのでグリーンツー

リズムなのか、ブルーツーリズムなのか、私はわかり

ませんけれども、これを募集する場合に、例えばそう

いうグリーンツーリズムのような施設に活用できない

かというような方法で募集をして、何となくこれはそ

ういう形で活用できるのが私はいいのではないかなと

思っているわけでございますが、それで施設が大きい

過ぎるとか何とかということもあろうかと思いますけ

れども、活用者がそれを考えて使えばいいわけでござ

います。 

 それで私はグリーンツーズム補助金についてご質問

したわけでございますが、いわてやまがた農村宿泊研

究会ですか、それに限らない方にも補助金を出したら

どうかということを申し上げたのは、実はこういう兼

ね合いがあって、ここでなくても、例えば海の方でも

こういう事業をやりたいという方々に補助することに

よって、これは一つの誘導にもなるのではないかなと

いう、金額が小さいといえばそれまでですけれども、

私はこういう厳しい中に一つのこういうことも呼び水

になるのではないかということで、この質問をした経

過があるわけでございますが、それはそれといたしま
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しても、そういう募集の考え方についてお伺いいたし

ます。 

○副委員長（石渡高雄君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 北限閣の活用策、募

集の考え方ということにつきましてお答え申し上げま

す。 

 委員の方からお話がございましたとおり、利用客の

減、あるいは客のニーズの変化、そして老朽化という

ことで、今回国民宿舎としては廃止ということを決定

しているわけでございます。１回目、１月27日から２

月27日にかけまして募集を行いました。その際１件の

申し出がございましたが、その後辞退するということ

でなしとなったものでございます。 

 今回、募集、市の広報にも載せてございますが、６

月15日から７月の中旬にかけまして募集を行うという

ことで広報掲載しておりますけれども、これにつきま

しては、広く民間の活用策をということで募集してい

るものでございまして、先ほどご提案のありましたグ

リーン、あるいはブルーツーリズムでの活用策という

ものも含めて今回募集をしているものでございます。 

 特にこういうことということで絞り込んでの募集で

はございませんが、今回お話のありました件につきま

しても、問い合わせ等があった場合にはどんどん相談

に応じながら、活用策について検討していきたいと考

えております。以上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今の答弁で国民宿舎としては廃止す

るというふうに決めているんだと、ただ、それ以外の

活用をするため募集しているんだということですが、

耐震診断をしていませんよね、していなくてもこれは

以前の建物ですよね。耐震診断をする予定ですか。 

 いいですか、国民宿舎として廃止は決めたんだと、

民間の方にグリーンツーリズムとか使ってほしいと募

集しているという今答弁ですよね。あなた方は耐震診

断もしていないで、耐震以前の建物を民間であればい

いんですか。公の施設を廃止して、民間だったら耐震

でなくてもいいんですか、そんな無責任なことないで

はないですか、お聞かせください。 

○副委員長（石渡高雄君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） お答えを申し上げま

す。 

 私どは国民宿舎廃止後の活用策について募集をして

いるものでございます。お話のありました件につきま

しては、その活用の方法等によってそれらの関係は申

し込み者と協議をしていく、こういう考え方でござい

ますので、それらの関係についても当然に協議がなさ

れるべきもの、こういうふうに考えているところでご

ざいます。 

○副委員長（石渡高雄君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 募集しているということですが、な

かった場合はどうするんですか、なかった場合は。１

月にもなかったと、今度の６月の広報で募集したと、

それでもなかったという場合はどうするんですか。 

○副委員長（石渡高雄君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 市政改革プログラム

の中で方針を立てているわけでございまして、公の施

設につきましてそれぞれの設置経緯等を踏まえ、また、

施設の利用状況等を踏まえながら、存廃を含めた検討

をして、廃止の方向というものを出しているわけでご

ざいます。 

 国民宿舎としての機能は廃止をいたします。私ども

といたしましては、１番目には、庁内でのこの施設の

利用計画がないのかどうかというものを検討をいたし

たわけでございます。これにつきましては、他の行政

分野での利用計画がないということで、民間の募集を

しているものでございます。募集をいたしまして、利

用計画がないということになりますと、施設を廃止し、

建物を撤去する、こういう考え方でございます。以上

でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員 お尋ねしますが、廃止になればあ

れなんですが、借りる方があった場合、解体費用も借

りた側が持つという前提のもとに貸すということにな

りますでしょうか、その辺のことを詳しくお願いいた

します。 

○副委員長（石渡高雄君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 現在募集しておりま

すのは、募集要項の中には借りるあるいは譲渡する、

両方の形で募集しているものでございます。内容によ

りまして、それらをお互いに協議しながら進めていき

たいということで、民間での活用策があり、今後もそ

の施設が活用できる方向性があるのであれば、譲渡あ

るいは貸し付け、両面で協議していきたいと考えてい

るものでございます。 
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○副委員長（石渡高雄君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 公の施設の今後の活用方法いろいろ

あるわけでございますが、平庭における公の施設を今

度指定管理者に移行するという話で、常任委員会の議

題の中でいろいろ議論したわけですけれども、一方で

は、指定管理者制、そしてこれまで、いわば一般会計

で繰り出していた部分、赤字の部分をある程度見なが

ら指定管理者に施設管理をお願いすると、平庭高原施

設だったかな、という一方であります。北限閣につい

ても同様に、そういう形で指定管理者にゆだねると。

特に山形と一体となった部分でいうと、冬のスキーシ

ーズンという特需、あるいは夏の海にかかわる特需、

ここに双方に雇用の連続性が生まれるのではないかと

いうふうな気がいたします。 

 だから、私は単に応募、公募するだけでなくて、こ

れまで平庭における観光受け入れのための株式会社、

第三セクターで平庭観光株式会社ですか、あるわけで

すけれども、そこら辺もいろいろありようについて検

討しているのかどうか、あるいは指定管理者としてや

れるのかどうかということについて、私は今後議論し

てみる必要があるのではないか、こう思うわけですけ

れども、いかがでしょうか。 

○副委員長（石渡高雄君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 北限閣につきまして

は、昭和48年に建設をしたものでございます。建設の

経緯の中でいきますと、基本的にはこういう観光宿泊

施設につきましては、民間資本にゆだねる部分かなと

いうふうにも考えておるわけでございますが、当時や

はりそういう民間での建設計画がないというふうなこ

とがありまして、行政が施設の整備をしたという経緯

があるわけでございます。 

 そこで先ほど申し上げましたように、観光のニーズ

であるとか、それから施設そのものが現在の旅行形態

に合っていないというふうなこと等がございまして、

それらに対応するためには相当の経費を要するという

ふうなことで、市政改革プログラムの中で見直しをし

た、こういうふうなことでございます。 

 お尋ねの合併に伴いまして連動性があるのかという

ことでございますが、旧久慈市の市政改革プログラム

の中で検討し、結論を出した事項でございますので、

その連動性については、この関係については特に検討

いたしておりません。以上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 旧久慈市の場合にいろいろと議論し

てきたんだけれども、合併してからはこれについては

話し合っていないということであります。私は今度の

議案にも、指定管理者、平庭のスキー場を指定管理者

にするという議案もある。あるいは冬、夏というそれ

ぞれの長所も合併したことによってある、そこに雇用

が一貫する可能性があるとなれば、私は一度合併した

新久慈市としても、もう一度この指定管理者制度を含

めて検討をすべきではないかということでありますの

で、いかがでしょうか。 

○副委員長（石渡高雄君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 公の施設のこれから

の方向性につきましては、指定管理のあり方を含めて

検討いたしたものでございまして、その中では、指定

管理の方法についても検討をしたところでございます

が、廃止ということでの決定というふうなことでござ

います。 

 また、平庭との関係についてでございますが、昭和

48年の施設設置の経緯については申し上げたわけでご

ざいますが、その後におきまして、民間資本によりま

てホテル等が整備されているというふうなこと等もご

ざいますので、そちらの施設の利用等について進めて

まいりたいというふうな考え方に立っているものでご

ざいます。 

○副委員長（石渡高雄君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 いずれ、例えばスキー場、常任委員

会でも議論しました。指定管理者に移すけれども、近

い将来その索道にかかわって新たに補修をしていかな

ければならない、その財源が五、六千万円必要なんだ

よというのもありました。私はそれはそれで市民サー

ビスという観点、あるいは観光を６次産業と据えて久

慈市を売り込むんだという観点からいくと、私は大い

に直すべきは直して、そして提供をしていくんだとい

う考え方がなければ、単に施設の当初の目的、あるい

はいろいろ指定管理を含めて検討したけれども、基本

的には最後は解体するんだというのでは、何か寂しい

気がします。寂しいというよりも一貫性、要するに６

次産業、観光産業を興していくという一貫性から見て

も、やはりぎりぎりまで可能性というものを議論しな

がら、終局においていたし方ないといえばいたし方な

いけれども、やはりぎりぎりまで合併という機に、改
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めてまたそういったことを含めて検討しながらこの拠

点づくり、６次産業、観光産業を興していくんだとい

う気構え、こういったものを私は感じさせるような行

政のありようを期待しているわけですけれども、もう

一度答弁いただきたいと思います。 

○副委員長（石渡高雄君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ただいまの北限閣の存廃につ

いては、私が市長に就任する前からも、議会でも大い

に議論をいただいたと、このように承知をしておりま

す。そしてここに来て、国民宿舎としての機能は、こ

れは廃止をする。後利用のことについて今議論されて

いるわけであります。 

 しかし、これは国民宿舎としての機能を廃止すると

いうことは、いわば宿泊施設としての機能を維持する

ことは、現段階では手詰まりである。確かに大規模改

修をするなど、それはまた違った道というものもある

いは開けるのかもしれないけれども、ただ、それにし

ても、民間の宿泊施設も相当に当時と違って建ってき

ているし、改修するにしても相当に多額の費用がかか

る。こういった場合に、本当に効果が発現できるのか

どうか、当市の財政状況から本当に可能な話であるの

かどうか、こういったことを勘案をしながら、市政改

革プログラムの中でそういった方針を決定をし、その

市政改革プログラムの方針は、新市にも継承をされて

いる、こういうことであります。 

 例えば平庭高原の従業員とそれはタイアップすれば

ピーク時が違うのだから、通年を通じての雇用にもつ

ながるのではないか、ご指摘はそのとおりだと思うん

でありますが、業態が大分違うということも一方では

言えると思っております。 

 したがって、せっかくの委員のご提言でありますけ

れども、なかなかに難しいことなのではないかと私は

思っております。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め説明を求めます。

卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 126ページをお開き

願います。 

 給与費明細書でありますが、その他の特別職に嘱託

職員３名分の報酬、共済費、あわせて739万8,000円を

計上いたしました。 

 124ページをお開き願います。 

 １款国民宿舎事業費、１項施設管理費、１目営業管

理費に、施設の管理運営に要する経費として5,454万

6,000円を計上いたしました。 

 次に、２款公債費、１項公債費、１目利子に、一時

借入金の利子として５万円を計上いたしました。 

 ３款予備費、１項１目予備費でありますが、20万円

を計上いたしました。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。城内委

員。 

○城内仲悦委員 歳入の方でるる議論があったところ

ですが、答弁では希望者がなければ解体ということだ

ということの答弁でした。 

 そこで私は従前から、陸前高田市には、南の玄関の

方には立派なオートキャンプ場があります。私は北限

閣を解体をして、あそこは電気も水もいっているわけ

です。私はオートキャンプ場を整備して、そして侍浜

野営場は既に指定管理しているわけだから、その指定

管理をあわせて管理をお願いするといった方向で、私

は解体してから考えるんではなくて、解体したらこう

いう方向だということを打ち出した方がいいと思うん

ですよ。やはり北の玄関口にオートキャンプ場がない

というのは、極めて私は観光地としては片落ちだと。 

 私たちは従前、今の工業団地に、無理なのだから工

業団地をやめて、オートキャンプ場にした方がいいん

だということで、主張もして、当時の商工労働部に行

って、県庁にも行って、県議会議員を通じて話をした

こともありました。残念ながら久慈市はああいうふう

な形で、工業団地はああいう状況になっていますが、

ぜひ北限閣を解体して結構平場がありますから、水道

もあるわけだから、そういう整備をして観光客を誘致

するということも私は必要だろう、経費もかけないで

指定管理に持っていくということが必要だと思うんで、

そういった方向を目指した方がいいと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○副委員長（石渡高雄君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） ただいまオートキャ

ンプ場というお話がございましたが、今民間活力での

活用策を模索しておりまして、それがなければ取り壊

しということで進むわけでございますが、その段階で

はさまざまな活用策が検討されるものと思いますが、

ここは自然公園の中に入っております。その中での活

用の規制等もございますので、それらも含めましてこ
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れから検討していきたいと思います。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条一時借入金、説明を求めます。卯道産

業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 115ページをお開き

願います。 

 第２条でありますが、地方自治法の規定による一時

借入金の借り入れの最高額を1,000万円に定めようと

するものであります。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 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。議案第８号は原案のと

おり可決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（石渡高雄君） 起立多数であります。 

 よって、議案第８号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第９号 平成18年度久慈市工業団地造成

      事業特別会計予算 

○副委員長（石渡高雄君） 議案第９号「平成18年度

工業団地造成事業特別会計予算」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け

審査をいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。卯道

産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは、議案第９

号につきまして事項別明細書により説明申し上げます。 

 134ページをお開き願います。 

 １款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収

入に１万5,000円を、２項財産売払収入、１目不動産

売払収入に1,000円を計上。 

 ２款諸収入、１項１目雑入に、本特別会計が所有し

ております土地の未処分財産に相当する額7,433万

9,000円を計上いたしました。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは、136ペー

ジをお開き願います。 

 １款１項事業費、１目管理費に事務費として旅費及

び需用費１万7,000円を計上。 

 ２款１項１目繰上充用金に、前年度の本特別会計へ

の繰上充用金として7,433万8,000円を計上いたしまし

た。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 議案第９号は原案のとおり可決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（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第10号 平成18年度久慈市公共下水道事

      業特別会計予算 

○副委員長（石渡高雄君） 議案第10号「平成18年度

久慈市公共下水事業特別会計予算」を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。本案は第１条歳入歳出予算につ

いては、歳入歳出別に説明を受け審査いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。嵯峨

建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） それでは、議案第10号

について事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 146ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、１款分担金及び負担金、１項

負担金、１目下水道事業受益者負担金は、前年度整備

実績等を勘案し、4,116万5,000円を計上いたしました。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料でありますが、
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１目下水道使用料は、供用開始区域の拡大から8,223

万9,000円を計上いたしました。 

 ２項手数料、１目下水道手数料でございますが、科

目存置として1,000円を計上いたしました。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金でありますが、１

目下水道事業費補助金は、2,650万円を計上、２目汚

水処理施設整備交付金は２億6,775万円を計上し、こ

の項あわせて２億9,425万円を計上いたしました。 

 ４款繰入金、１項一般会計繰入金でありますが、５

億1,704万4,000円を計上いたしました。 

 148ページをお開き願います。 

 ５款１項繰越金並びに６款諸収入、１項延滞金、加

算金及び過料の１目延滞金、２目過料は科目存置とし

てそれぞれ1,000円を計上いたしました。 

 ２項雑入でありますが、消費税及び地方消費税還付

金ほか１件、あわせて1,672万8,000円を計上いたしま

した。 

 ７款１項市債でありますが、１目下水道事業債は、

歳出予算に計上いたしました事業のうち適債事業につ

いて４億8,220万円を計上、２目下水道高資本費対策

借換債は8,700万円を計上し、この項あわせて５億

6,920万円を計上いたしました。以上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。砂川委

員。 

○砂川利男委員 146ページの下水道事業受益者負担

金というものがございますが、これは下水道に接続を

されておられる方の使用料のお金ということになるわ

けですか、この内訳というか、ご説明願います。 

○副委員長（石渡高雄君） 鍛治畑下水道課長。 

○下水道課長（鍛治畑百々典君） ただいまの下水道

受益者負担金にかかわってのご質問にお答えします。 

 この受益者負担金は工事費の一部として受益者から

ちょうだいするものでございまして、下水道の本管が

敷設され、そして宅地内に公共ますが設置された場合

に、お支払いいただくことになります。水洗化をする

ことが原則になるわけでございますが、何らかの都合

でおくれた場合であっても、いずれ公共ますが設置さ

れた場合にはお支払いいただくというものでございま

す。以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 次に、２款１項の下水道使用料とい

うもの、これはどういう形でこの算定根拠になります

か。 

○副委員長（石渡高雄君） 鍛治畑下水道課長。 

○下水道課長（鍛治畑百々典君） ただいまの下水道

使用料にかかわってのご質問にお答えします。 

 下水道使用料は、基本的には水道の使用水量をもと

にしまして使用料単価を算出して納入いただくという

格好ですので、水道が通っている場合には、水道の使

用料が基本となるものでございます。以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 そうしますと、この水道の使用料に

基づいてその使用料というものが決まってくると。そ

うしますと、この数字の中には、今回旧山形村が合併

したわけですが、山形町にある簡易水道の使用料も、

この数字の中に含まれてくるということの理解でよろ

しいですか。 

○副委員長（石渡高雄君） 鍛治畑下水道課長。 

○下水道課長（鍛治畑百々典君） 大変失礼しました。

説明不足で大変失礼しましたが、下水道を使えるよう

に整備になった地区の中で、水洗トイレに改造して実

質的に下水道に水を流す方から使用料をいただくとい

うことになりますので、実際に水洗便所をつけてトイ

レ、風呂などの水を流していない方は、当然水道料金

のみになります。下水道に流した方は、下水道料金を

いただくということになります。よろしくお願いしま

す。 

○副委員長（石渡高雄君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 ということは、下水道を使用される

ところの水道の使用料と下水道を使用されないところ

の水道の使用料は基本料金とか、そういうのは別枠に

なるということになりますか。 

○副委員長（石渡高雄君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 私の方からお答え申し

上げますが、公共下水道エリア、これは旧久慈市分で

ございまして、いわゆる公共下水道が布設されている

エリアだけが対象になるものでございまして、普通の

水道料金とか、それとはまた別でございまして、端的

に申し上げますと、旧山形村には公共下水道はないと

いうふうにご理解いただいて結構かと存じますが。 

○副委員長（石渡高雄君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 そのお答えを聞いて非常に安心いた

しました。旧山形村も一律に同じ基本料金になるので

はないかと心配いたしておりましたが、私のところは
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残念ながら自家水道ですけれども。 

 そこでお伺いしたいんですけれども、私の資料はち

ょっと平成15年度の古いものなんですけれども、これ

で申し上げると、下水道の接続利用世帯数が960世帯、

こういう形になっておるようですが、その下水道管理

費が６億1,978万何がしというふうな一覧表があるん

ですけれども、現在だとこの下水道利用世帯960世帯

から数字が変わっておると思いますけれども、これは

幾らぐらい今現在なっていますか。 

○副委員長（石渡高雄君） 鍛治畑下水道課長。 

○下水道課長（鍛治畑百々典君） ただいまの世帯数、

いろいろ動いていて正確にはとらえ切れていないんで

すが、大体1,500世帯ぐらいと思っていただければい

いと思います。 

○副委員長（石渡高雄君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 久慈市の下水道の現在の利用世帯数

はどの程度なのか存じませんけれども、今後の中にお

いては、利用世帯数を具体的にふやしていくという方

針を持っておられるのか、それともこのままでは下水

道を維持管理をしていくのに莫大なお金がかかるから、

政策の方向転換も検討しているのか、そこら辺につい

てお伺いいたします。 

○副委員長（石渡高雄君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 公共下水道でございま

すが、現在水洗化人口、いわゆる水洗化をできるエリ

ア内での水洗化接続率というのが46.2％程度になって

ございます。委員おっしゃるとおり、接続率が、いわ

ゆる水洗化率が低いということは、なおかつ効率的な

経営が図れないというふうなこともございまして、課

題ではありますが、いずれＰＲ等をしながら、これま

でも水洗化率の向上に対しては取り組んでございます

し、本年度から下水道課の方に普及グループというセ

クションを設けましたので、これらのセクションを使

いながら公共下水道エリアの方々に、一人でも多くの

方々から下水道を利用していただくようにＰＲに努め

てまいりたい、かように考えてございますので、ご理

解賜りたいと存じます。 

○副委員長（石渡高雄君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 下水道は当局の皆さん方も既にご承

知のとおりと思いますけれども、かつては５万人以下

の人口のところでは、自治体の財政を非常に圧迫する

んだということが言われてきたように私も理解するわ

けですが、まさしくこの久慈市の財政を強力に圧迫し

ているのではなかろうか。平成15年度の一覧表で見ま

すと、利用世帯が960世帯、これの維持管理費が６億

1,978万円、また、これを支払うべき世帯が、本来年

間に払うべきお金に換算すると、62万7,000円、下水

道協会の資料が岩手県下全部の一覧表がありますけれ

ども、そういう状況に照らし合わせながら、健全なあ

るべき姿の下水道のあり方というものが国の方からも

通知が出されておるかと思いますけれども、その点に

ついてはどのように承知をされておるか、確認をした

いと思います。 

○副委員長（石渡高雄君） 鍛治畑下水道課長。 

○下水道課長（鍛治畑百々典君） ただいま公共下水

道の事業の展開についてのお話がございました。確か

に公共下水道を整備するには、多額の資金が必要でご

ざいますが、一方では、大きい人数を一回に処理でき

るといった部分で、これまでも計画の見直し等を行い

ながら、公共下水道に向いている地域については公共

下水道、あるいは農業集落排水事業に向いている地域

についてはそういった事業ということで、そういった

事業の比較を行いながら、その場所場所での事業展開

を図っているということでございます。以上です。 

○副委員長（石渡高雄君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 誤解のないように聞いていただきた

いんですけれども、久慈市の場合は、非常に私の理解

の仕方では地盤が低いというか、水没というか、大雨

が降ったりしたときに市内にも、過去には道路を車が

走れないようになったり、特別地盤が低いところもあ

るわけですから、そういった面にも対応できるような

形での下水道の整備がなされておろうかと思いますけ

れども、重々そこら辺についてはメーカーさんとも協

議をしながら、新たなる負担が久慈市民に少しでも軽

減されていくような方向で取り組んでいただきたいと

いうことで終わります。 

○副委員長（石渡高雄君） 鍛治畑下水道課長。 

○下水道課長（鍛治畑百々典君） ただいま委員の方

からお話がありましたように、我々も将来ともに維持

管理コストがかからないように、自然流下を基本にし

ながら事業の推進に努めてまいりたいと思います。以

上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、給与費明細書を含め説明を求めます。
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嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 154ページをお開き願

います。 

 給与費明細書でございますが、特別職は嘱託職員１

名で、報酬及び共済費をあわせて390万3,000円を計上

いたしました。次に、一般職でありますが、職員数は

９名で、給与費、共済費あわせて6,649万円を計上い

たしました。以下は一般会計に準じて調製してござい

ますので、説明は省略させていただきます。 

 前に戻りまして、150ページをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款１項下水道管理費、１目

総務管理費は、職員給与費ほか11件、あわせて2,007

万8,000円を計上いたしました。 

 ２目施設管理費は、嘱託職員報酬ほか３件、あわせ

て１億1,370万5,000円を計上し、この項あわせて１億

3,378万3,000円を計上いたしました。 

 ２款下水道事業費、１項下水道整備費でありますが、

１目管渠施設費は、天神堂、門限、京の森及び西の沢、

川貫地区の汚水管渠整備及び川貫雨水ポンプ場の建設

用地取得に係る費用など、５億4,985万6,000円を計上

いたしました。 

 152ページをお開き願います。 

 ２目浄化センター施設費は、水洗化人口の増に伴う

汚水流入量の増加対応のため、最終沈殿池の増設工事

に２億605万円を計上し、この項あわせて７億5,590万

6,000円を計上いたしました。 

 ３款１項公債費でありますが、１目元金は４億

2,582万3,000円を計上、２目利子は２億511万8,000円

を計上し、この項あわせて６億3,094万1,000円を計上

いたしました。以上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条債務負担行為、説明を求めます。嵯峨

建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 142ページをお開き願

います。 

 第２条債務負担行為でありますが、水洗便所改造資

金利子補給について期間、限度額を第２表のとおり定

めようとするものであります。以上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条地方債、説明を求めます。嵯峨建設部

長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 142ページになります。 

 第３条地方債でありますが、下水道整備事業及び下

水道高資本費対策借換について、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法について、第３表のとおり定めよ

うとするものであります。以上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、第４条一時借入金、説明を求めます。嵯峨建

設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 139ページとなります。 

 第４条一時借入金でありますが、借り入れの最高額

を６億円に定めようとするものであります。以上でご

ざいます。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 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。議案第10号は原案のと

おり可決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（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 この際、暫時休憩したいと思いますが、よろしいで

すか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） それでは、休憩いたしま

す。午後３時15分再開いたしたいと思います。 

午後３時00分   休憩 

──────────────────── 

午後３時15分   再開 

○副委員長（石渡高雄君） 休憩前に引き続き委員会

を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第11号 平成18年度久慈市平庭高原施設

      事業特別会計予算 

○副委員長（石渡高雄君） 議案第11号「平成18年度
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久慈市平庭高原施設事業特別会計予算」を議題といた

します。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け

審査いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 第１条歳入歳出予算、歳入、説明を求めます。角山

形総合支所長。 

○山形総合支所長（角一志君） それでは、議案第11

号につきまして事項別明細書によりご説明申し上げま

す。 

 168ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、１款使用料、１項施設使用料、

１目索道使用料に1,455万2,000円を計上、２款繰入金、

１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金に2,484万

4,000円を計上、３款繰越金、１項繰越金、１目繰越

金に100万円を計上、４款諸収入、１項預金利子、１

目預金利子に5,000円を計上いたしました。以上であ

ります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。城内委

員。 

○城内仲悦委員 たしか前の議会でも出たと思うんで

すが、一般会計繰入金がたしか暫定予算というか、出

たと思うんですが、その理由がちょっと、暫定予算と

いうか、そこで出さざるを得なかったという理由を１

回聞いたような気がするんですけれども、その一般会

計繰入金が暫定の予算の中で出たと思うんですが、今

回一緒になりましたけれども、この理由ですね、もう

１回お聞かせいただきたいと思います。 

○副委員長（石渡高雄君） 岩井山形総合支所産業振

興課長。 

○山形総合支所産業振興課長（岩井照雄君） 繰入金

につきましてのご質問でございますけれども、索道事

業を実施していく上におきまして、実は索道使用料そ

のものだけでは運営できないということから、一般会

計から繰り入れをお願いしようとするものでございま

して、金額におきましては、今予算の中におきまして

は、2,484万4,000円ということでございますけれども、

一応この範囲の中での繰り入れという形でお願いをす

るということでございます。以上でございます。 

○副委員長（石渡高雄君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 わかりますが、当然その範囲内でと

いうことになりますけれども、索道自体は年間予算で

組むんだけれども、実際動くのは冬場ですよね、その

関係で、年間予算を組む関係でこうでしょうけれども、

毎年そういった形で収入がこれしかないと、1,400万

円しかないという状況の中で、全体とすればここに組

まれているとおり、4,000万円かかると、4,000万円か

かるというのは、だから初めから収入がふえていけば、

当然一般会計から繰り入れなくて済むんだけれども、

この辺の収入をふやす改善策というのは、当然入場者

数が多くないと出てこないんですが、ただ、今いかん

せん不景気とか、さまざまな状況の中でふえる要素が

かなり難しいわけですが、たしか減ってきていると思

うんです。 

 そういう関係で、このままいくと、推移とすれば、

今後は頑張っても利用客がふえない限り、一般会計か

らの繰り入れがふえていくという見通しになるのかな

という気がするんですが、その辺ちょっとお聞かせく

ださい。 

○副委員長（石渡高雄君） 岩井山形総合支所産業振

興課長。 

○山形総合支所産業振興課長（岩井照雄君） 今委員

おっしゃりますように、確かにスキー場の利用人口と

いうのは、以前は大分減に、毎年減に大きくなってき

たんですが、ここ３年くらいはある程度落ち着いてき

ている、こういう状況でございます。 

 それから、先ほどの繰入金の関係でございますが、

当初初めの予算の中でこの繰り出しを大きくするのは

なぜかというふうな感じのご質問かと思いますが、実

はシーズンになる前にも、実は前年度分、例えば３月

まで使った分の搬器、リフトにつける機械ですね、機

械といいますか、座るもの、そういうものの取り外し

をするとか、それからあるいはシーズンに入る前には、

今度は搬器をつけなければならない、そういうふうな

事業等があるものですから、最初のうちの繰り出しを

お願いしたい、こういうものでございます。以上でご

ざいます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。角山形総合支所長。 

○山形総合支所長（角一志君） それでは、170ペー
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ジをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款索道施設事業費、１項特

殊索道施設事業費、１目スキー場運営費に4,040万

1,000円を計上いたしました。以上であります。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。城内委

員。 

○城内仲悦委員 このスキー場まつり補助金ですが、

多分花火も含めているかと思うんですが、久慈は100

万円で、山形が200万円、ちょっと納得いかないよう

な気もするんだけれども、花火だけなのか、その中身

をお聞かせいただきたいということが第１点。 

 それから、先ほど繰入金の関係だけれども、これは

結局、この事業の運転資金として必要なんだというこ

とでのさきの繰り入れなんでしょう、そういうとらえ

方でいいですね。ちょっと確認しておきます。 

○副委員長（石渡高雄君） 岩井山形総合支所産業振

興課長。 

○山形総合支所産業振興課長（岩井照雄君） お答え

を申し上げます。 

 スキー場まつり補助金の関係からお答え申し上げた

いと思いますが、スキー場まつりの内容ということの

ご質問のようでございますが、花火につきましては、

一般会計の中で、久慈課長の方からも150万円という

形で、冬のイベントの花火を150万円ぐらいというこ

とでお話をしたわけでございますが、200万円の中の

約150万円は花火という考えでおりますし、あと内容

でございますが、まだ実行委員会等を組織しておりま

せんので、昨年の内容からお話を申し上げたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 実は昨年は子供たちのスノーモービルチューブトレ

インとか、宝探しであるとか、あるいはおしくらまん

じゅう選手権であるとか、あるいは今度はビンゴ大会

とか、もちつき大会であるとか、夜になりまして、夢

あかりを行う、あるいはたいまつ滑走とか、そういう

形から最後に花火大会、こういうふうにイベントとし

ては昨年はやったものでございまして、今年度もこれ

から実行委員会を組織いたしまして、そういう部分に

ついてご協議をいただきたい、こういうふうに思って

いるところです。以上です。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を打ち切ります。 

 それでは採決いたします。議案第11号は原案のとお

り可決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（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第11号は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第12号 平成18年度久慈市水道事業会計

      予算 

○副委員長（石渡高雄君） それでは、議案第12号

「平成18年度久慈市水道事業会計予算」を議題といた

します。 

 お諮りいたします。本案は一括説明を受け審査いた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 説明を求めます。嵯峨水道事業所長。 

○水道事業所長（嵯峨喜代志君） それでは、議案第

12号「平成18年度久慈市水道事業会計予算」について

ご説明申し上げます。 

 １ページをごらん願います。 

 第１条は総則であります。第２条は業務の予定量で

あります。上水道事業、簡易水道事業及び営農飲雑用

水給水受託事業の給水戸数、年間総配水量、１日平均

配水量は記載のとおりでありますので、ご了承願いま

す。 

 なお、主要な建設改良事業につきましては、後ほど

資本的支出のところでご説明申し上げます。 

 ２ページ、３ページをごらん願います。 

 第３条収益的収入及び支出、第４条資本的収入及び

支出につきましても、後ほど予算実施計画によりご説

明申し上げます。 

 なお、第４条括弧書きの資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額３億7,667万4,000円は、過年度分

及び当年度分損益勘定留保資金等で補てんしようとす

るものであります。 

 第５条一時借入金でありますが、借り入れ限度額を

１億円に定めようとするものでございます。 

 次に、第６条予定支出の各項の経費の金額の流用、

４ページに移りまして、第７条議会の議決を経なけれ

ば流用することのできない経費については、記載のと

おり定めようとするものでございます。 
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 次に、第８条他会計からの補助金でありますが、そ

の金額を１億1,470万9,000円に定めようとするもので

あります。これは一般会計からの補助金であります。 

 次に、第９条たな卸資産購入限度額は、1,068万

7,000円に定めようとするものであります。 

 次に、６ページ、７ページをごらん願います。 

 第３条に係る収益的収入及び支出について申し上げ

ます。 

 収入でありますが、１款上水道事業収益は６億

6,390万円を計上いたしました。 

 内訳でありますが、１項営業収益は１目給水収益に

５億7,026万円を計上、２目受託工事収益に4,100万円、

３目その他営業収益に加入金等1,149万4,000円を計上

いたしました。 

 ２項営業外収益は、１目受取利息及び配当金に21万

6,000円、２目他会計補助金に3,529万5,000円、３目

雑収益に下水道使用料等徴収事務受託収益ほか１件、

563万4,000円を計上しました。 

 ３項特別利益は、科目存置でございます。 

 次に、２款簡易水道事業収益は5,131万3,000円を計

上いたしました。 

 内訳でありますが、１項営業収益は１目給水収益に

2,767万9,000円、２目受託工事収益に160万円、３目

その他営業収益に26万円を計上しました。 

 ８ページ、９ページをごらん願います。 

 ２項営業外収益、１目他会計補助金は2,177万4,000

円を計上しました。 

 ３款営農飲雑用水給水受託事業収益は、3,101万

4,000円を計上しました。 

 内訳でありますが、１項営業収益の１目給水収益に

2,395万4,000円、２目受託工事収益に650万円、３目

その他営業収益に56万円を計上しました。 

 次に、10ページ、11ページをごらん願います。 

 支出でありますが、１款上水道事業費は６億9,863

万6,000円を計上しました。 

 内訳でありますが、１項営業費用は１目原水及び浄

水費に職員給与費、白山浄水場等の維持管理費、あわ

せて8,253万2,000円を計上、２目配水及び給水費に職

員給与費、給配水施設維持管理費等１億1,434万3,000

円を計上いたしました。 

 次に、12ページ、13ページをごらん願います。 

 ３目受託工事費に4,100万円を計上、４目総係費は

水道事業審議会委員報酬、職員給与費、量水器検針委

託経費等、あわせて7,982万円を計上いたしました。 

 14ページ、15ページをごらん願います。 

 ５目減価償却費は２億6,331万1,000円を計上、６目

資産減耗費は科目存置でございます。 

 ２項営業外費用は、１目支払利息に企業債利子償還

及び一時借入金の利息、あわせて１億576万6,000円を

計上。 

 ２目消費税及び地方消費税に1,159万9,000円を計上

いたしました。 

 ３目雑支出に、水道料金に係る消費税の端数処理経

費として26万2,000円を計上いたしました。 

 ３目特別損失は科目存置でございます。 

 次に、２款簡易水道事業費は7,172万4,000円を計上

いたしました。 

 内訳でありますが、１項営業費用は、１目原水及び

浄水費に2,385万2,000円、次に、16ページ、17ページ

に移りまして、２目配水及び給水費に1,258万9,000円、

３目受託工事費に160万円、４目総係費に1,190万

8,000円をそれぞれ計上いたしました。その内容は施

設維持管理費及び事務費でございます。 

 18ページ、19ページをごらん願います。 

 ２項営業外費用は、１目償還金に簡易水道事業債償

還金2,177万5,000円を計上しました。 

 次に、３款営農飲雑用水給水受託事業費は、１項営

業費用に2,842万2,000円を計上いたしました。 

 １目受託管理費は、職員給与費、施設維持管理費、

あわせて2,192万2,000円を計上。 

 20ページ、21ページに移りまして、２目受託工事費

は650万円を計上しました。 

 ４款予備費は500万円を計上しました。 

 次に、22ページ、23ページをごらん願います。 

 資本的収入及び支出であります。収入でありますが、

１款資本的収入は8,939万円を計上しました。 

 内訳でありますが、１項補助金は一般会計補助金

5,764万円、２項負担金は一般会計負担金1,625万円、

３項補償金は水道施設移設補償金1,550万円をそれぞ

れ計上しました。 

 24ページ、25ページをごらん願います。 

 支出であります。１款資本的支出は４億6,606万

4,000円を計上いたしました。 

 内訳でありますが、１項建設改良費の１目取水及び
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浄水施設整備費は、田高ポンプ場場内整備費等2,300

万2,000円を計上、２目配給水施設整備費は、配水管

整備事業費等２億2,776万1,000円を計上、３目営業設

備費は量水器購入経費等496万3,000円を計上、２項企

業債償還金、１目企業債償還金は、元金償還金２億

1,033万8,000円を計上しました。 

 次に、26ページ、27ページをごらん願います。 

 給与費明細書についてご説明申し上げます。 

 １総括でありますが、特別職の職員は水道事業審議

会委員で10人であります。また、一般職の職員は14人

となっております。 

 給与費7,597万8,000円と法定福利費2,458万6,000円

の合計は、１億56万4,000円であります。 

 以下、２給料及び職員手当の状況につきましては、

一般会計に準じて調製しましたので、説明は省略させ

ていただきます。 

 次に、29ページの資金計画及び30ページの予定貸借

対照表でありますが、本予算に基づいてそれぞれの数

値を調整したものでございます。以上で説明を終わり

ます。 

○副委員長（石渡高雄君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（石渡高雄君） 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。議案第12号は原案のと

おり可決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（石渡高雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第12号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

閉会 

○副委員長（石渡高雄君） 以上で予算特別委員会に

付託された議案の審査は全部終了しました。 

 委員各位のご協力に対し、深く感謝申し上げます。 

 これで予算特別特別委員会を閉会します。ありがと

うございました。 

午後３時37分   閉会 


