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第22回久慈市議会定例会会議録（第４日） 

 

議事日程第４号 

平成22年６月23日（水曜日）午後１時30分開議 

 第１ 議案第７号、議案第８号、議案第10号（総務

常任委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第２ 議案第９号、請願受理第24号、請願受理第25

号（産業経済常任委員長報告・質疑・討論・

採決） 

 第３ 議案第11号（建設常任委員長報告・質疑・討

論・採決） 

 第４ 議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案

第４号、議案第５号、議案第６号（予算特別

委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第５ 発議案第28号、発議案第32号（久慈市議会議

員定数条例審査特別委員長報告・質疑・討

論・採決） 

 第６ 岩手北部広域環境組合議員の選挙 

 第７ 議員派遣の件（採決） 

 第８ 発議案第34号、発議案第35号（採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 議案第７号 職員の育児休業等に関する

条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関す

る条例の一部を改正する条例 

  議案第８号 職員団体のための職員の行為の制限

の特例に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第10号 岩手県市町村総合事務組合を組織す

る地方公共団体の数の増加及び岩手県市町村総

合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を

求めることについて 

 日程第２ 議案第９号 海女センター条例 

  請願受理第24号 低賃金法の抜本改正と安定雇

用の創出、中小企業支援策の拡充・強化につい

ての請願 

  請願受理第25号 米価の下落に歯止めをかけ、再

生産できる米価の実現を求める請願 

 日程第３ 議案第11号 市道路線の認定に関し議決

を求めることについて 

 日程第４ 議案第１号 平成22年度久慈市一般会計

補正予算（第１号） 

  議案第２号 平成22年度久慈市国民健康保険特別

会計補正予算（第１号） 

  議案第３号 平成22年度久慈市魚市場事業特別会

計補正予算（第１号） 

  議案第４号 平成22年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号） 

  議案第５号 平成22年度久慈市公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号） 

  議案第６号 平成22年度久慈市水道事業会計補正

予算（第１号） 

 日程第５ 発議案第28号 久慈市議会議員定数条例 

  発議案第32号 久慈市議会議員定数条例 

 日程第６ 岩手北部広域環境組合議員の選挙 

 日程第７ 議員派遣の件（採決） 

 日程第８ 発議案第34号 低賃金法の抜本改正と

安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化

を求める意見書の提出について 

  発議案第35号 米価の下落に歯止めをかけ、再生

産できる米価の実現を求める意見書の提出につ

いて 

──────────────────── 

出席議員（26名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 山 田   光君 

３ 番 上 山 昭 彦君 ４ 番 泉 川 博 明君 

５ 番 木ノ下 祐 治君 ６ 番 藤 島 文 男君 

７ 番 砂 川 利 男君 ８ 番 畑 中 勇 吉君 

９ 番 小 倉 建 一君 10 番 山 口 健 一君 

11 番 中 平 浩 志君 12 番 澤 里 富 雄君 

13 番 佐々木 栄 幸君 14 番 桑 田 鉄 男君 

15 番 堀 崎 松 男君 16 番 大久保 隆 實君 

17 番 小野寺 勝 也君 18 番 城 内 仲 悦君 

19 番 下斗米 一 男君 20 番 中 塚 佳 男君 

21 番 下 舘 祥 二君 22 番 大 沢 俊 光君 

23 番 濱 欠 明 宏君 24 番 八重櫻 友 夫君 

25 番 髙屋敷 英 則君 26 番 宮 澤 憲 司君 

欠席議員（なし） 

──────────────────── 
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事務局職員出席者 

事務局長 根 井  元 事務局次長 中 務 秀 雄
庶務グループ 
総 括 主 査 外 谷 隆 司 

議事グループ 
総 括 主 査 眞 角 泰 光

主 事 長 内 紳 悟 

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 山内 隆文君 副 市 長 外舘 正敏君

副 市 長 末﨑 順一君 総 務 部 長 菅原 慶一君

総合政策部長 大湊 清信君 総合政策部付部長 菊池 修一君

市民生活部長 中居 正剛君
健康福祉部長 
(兼)福祉事務所長 野田口 茂君

農林水産部長 村上  章君 産業振興部長 下舘 満吉君
建 設 部 長 
(兼)水道事業所長 晴山  聰君 山形総合支所長 田老 雄一君

教 育 委 員 長 鹿糠 敏文君 教 育 長 亀田 公明君

教 育 次 長 宇部 辰喜君
選挙管理委員会 
委 員 長 鹿糠 孝三君

監 査 委 員 石渡 高雄君 農業委員会会長 荒澤 光一君
総務部総務課長 
(併)選管事務局長 勝田 恒男君

教 育 委 員 会 
総務学事課長 鹿糠沢光夫君

監 査 委 員 
事 務 局 長 松本  賢君

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 藤森  智君

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午後１時30分   開議   

○議長（宮澤憲司君）  ただいまから本日の会議を開

きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（宮澤憲司君）  諸般の報告をいたします。 

 議員発議案２件及び当職の提出議案１件をお手元に

配付してあります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

〔参 考〕 

発議案第34号 

   低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小

企業支援策の拡充・強化を求める意見書の提出

について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条の規定により提出します。 

平成22年６月23日 

 久慈市議会議長 宮澤 憲司 様 

     提出者 久慈市議会議員 中平 浩志  

     提出者 久慈市議会議員 大沢 俊光  

     提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男  

     提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

   低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小

企業支援策の拡充・強化を求める意見書 

 中小企業・業者をめぐる経営環境は一考に好転せず、

急激な円高の進行とデフレにより「二番底」が懸念さ

れる事態となっている。 

 景気の急速な悪化を受け、企業経営も労働者の暮ら

しも深刻な事態に直面している。輸出産業大手は業績

を回復させつつあるが、その波及効果は弱く、国内の

景気回復には内需主導型経済への転換が重要である。

政府は予算を大幅に組み替え、緊急雇用対策や中小企

業対策を打ち出しているが、状況は深刻化しており、

施策の早急な実施が求められている。 

 低賃金の引き上げは、貧困対策のみならず、景気

刺激策としても有効である。低所得者層ほど消費性向

は高く、身の回りの衣食関連財など中小企業の製品を

地域で購入する傾向が強いからである。消費財やサー

ビスへの需要が増えれば、それが雇用拡大につながり、

低賃金の改善は、転職の減少と仕事の質の向上、採

用・新人研修コストの削減、生活保護受給の抑制と社

会保険料の支払い者の増加などの効果をもたらす。こ

うしたさまざまなメリットを踏まえ、中小零細企業に

対する支援策を並行して進めながら、 低賃金の引き

上げを着実にしていくべきである。 

 下請け企業の実情からいえば、単価引き下げ圧力の

もとで、いかにして適正単価を確立するかが大きな課

題となっており、 低賃金の引き上げとあわせ、公正

な取引ルールの確立が求められている。 低賃金を生

活保護水準に引き上げ、企業間取引の力関係や、競争

入札の力学の中でも貧困が生み出されないようにし、

適正利潤を含んだ単価設定が可能となる経済社会を実

現すべきである。 

 低賃金を大幅に引き上げ、働く貧困層をなくし、

早急に日本経済を景気回復への道へと導くため、次の

内容を早期に実現するよう求めるものである。 

記 

１．政府は、ワーキング・プアの根絶と地域格差の是

正を図るために、 低賃金1,000円と全国 低賃金

制度を実現する 低賃金法の抜本改正を行うこと。 

２．政府は、上記の法改正とあわせて、中小企業支援

策の拡充と下請取引適正化のための制度改善を実施

し、正当な単価で取引きが行われる経済環境を実現

すること。 

３．政府は、企業に対し、労働者の雇用維持と安定雇
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用の創出を求めること。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を

提出する。 

平成22年６月23日 

岩手県久慈市議会 

議長 宮澤 憲司 

内閣総理大臣 

厚生労働大臣 殿 

経済産業大臣 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

発議案第35号 

   米価の下落に歯止めをかけ、再生産できる米価

の実現を求める意見書の提出について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条の規定により提出します。 

平成22年６月23日 

 久慈市議会議長 宮澤 憲司 様 

提出者 久慈市議会議員 堀崎 松男 

提出者 久慈市議会議員 中平 浩志 

提出者 久慈市議会議員 大沢 俊光 

提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

   米価の下落に歯止めをかけ、再生産できる米価

の実現を求める意見書 

 政府は、来年度以降からの戸別所得補償政策に先立

つ「米戸別所得補償モデル事業」「水田利活用自給力

向上事業」を４月からスタートさせたところである。 

 これらの政策への期待の声もあるが、農林水産省が

発表した2008年産米の全算入生産費は１俵あたり１万

6,497円にもかかわらず、戸別所得補償の補償水準は

全国一律の１俵あたり１万3,703円であり、極めて不

十分といわざるを得ない。 

 米の需給と価格の安定に政府が責任を持たないもと

で所得補償が実施されることにより、補てんを見越し

た大手流通資本などによる「価格破壊」や「買い叩

き」が行われるとの懸念も広がっており、所得を補償

するだけでは農家の経営を守ることができないことは

明白で、価格を守る政策が基本に据えられることが求

められている。 

 また、政府は「米あまり」を理由に、年々減反を増

やしてきてところであるが、それでも米価が下落して

いる今、国産米を圧迫している外米の輸入は容認でき

ないところである。 

 2009年産米を中心とした米流通は、深刻な停滞をき

たしており、このまま出来秋に突入すると、期末在庫

の関係上、2011年産米作付け数量を大幅に減らさなけ

ればならなくなることから、政府が緊急に備蓄米の買

入れを行い、米のだぶつきを解消する以外に、これを

解決することはできない。 

 政府は現在、目標とする買入れ数量の100万トンを

備蓄米として確保しているが、2009年２月にルールを

無視して集荷円滑化対策米として買い入れた10万トン

と、備蓄米のうち超古米となっている2005年産米など

の19万トンは主食用以外に処理し、これに見合う30万

トン相当の備蓄米を買い入れることが求められている。 

 また、この間に政府は60kgあたり12,000円台という

安値で備蓄米を買い入れているが、これは市場価格の

暴落を加速するものであり、買入れにあたっては生産

費をまかなう適正な価格水準とすることが求められて

いる。 

 米価の下落に歯止めをかけ、価格と需給を安定させ

ることは、政府が進める「米戸別所得補償モデル事

業」の成否を左右するものであり、緊急対策が不可欠

であると考えることから、次の内容の実現について求

めるものである。 

記 

１．ミニマムアクセス米の受け入れ時に国内の米の需

給に影響を与えないとした政府公約を守り、 低限、

主食用のＳＢＳや需要のないミニマムアクセス米の

輸入を制限すること。 

２．米の価格保障と所得補償を再生産を保障する水準

に充実させ、政府が米の需給と価格に責任を持つこ

と。 

３．2009年２月にルールを無視して集荷円滑化対策米

とし買い入れた10万トンと、備蓄米のうち超古米と

なっている2005年産米などの19万トンを主食用以外

に処理し、これに見合う30万トン相当の備蓄米を適

正な価格水準で買い入れること。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を

提出する。 

平成22年６月23日 

岩手県久慈市議会 

議長 宮澤 憲司 

内閣総理大臣 
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農林水産大臣 
        殿 

衆議院議長 

参議院議長 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

   議員派遣の件 

平成22年６月23日  

 地方自治法第100条第13項及び久慈市議会会議規則

第120条の規定により、次のとおり議員を派遣する。 

記 

１．第48回知事を囲む懇談会 

 (1) 派遣目的 岩手県知事と行政課題に関する意見

交換を行うため 

 (2) 派 遣 先 盛岡市 

 (3) 派遣期間 平成22年８月５日 

 (4) 派遣議員 濱欠明宏副議長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 議案第７号、議案第８号、議案第

10号   

○議長（宮澤憲司君）  これより本日の議事日程に入

ります。 

 日程第１、議案第７号、議案第８号及び議案第10号

を議題といたします。 

 以上３件に関し、委員長の報告を求めます。大沢総

務常任委員長。 

    〔総務常任委員長大沢俊光君登壇〕 

○総務常任委員長（大沢俊光君）  本定例会において、

総務委員会に付託されました議案３件について、去る

６月18日に委員会を開催し、審査いたしましたので、

その概要と結果についてご報告いたします。 

 初めに、議案第７号「職員の育児休業等に関する条

例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の

一部を改正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の

改正に伴い、所要の整備を行うとともに、育児を行う

職員の時間外勤務を免除する等の規定を設けようとす

るものであります。 

 具体的な内容でありますが、配偶者の就業の有無や

育児休業の取得の有無などの状況にかかわりなく育児

休業をすることができるようにするほか、同一の子供

について、再度の育児休業をすることができる場合の

要件が拡充されるものであること。３歳未満の子供が

いる職員が、その子を養育するために時間外勤務の免

除を請求した場合、その職員の担当業務を処理するた

めの措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、

時間外勤務をさせてはならないこと。その他、就学前

の子供、育児を行う職員や要介護者を介護する職員か

ら請求があった場合、その職員の時間外勤務について、

一月及び年間の上限時間を定める規定を設けようとす

るものであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、子供の看護休暇について、現在、対象が小学

校就学前となっているが、盛岡市、平泉町のように小

学校修了まで拡大できないか、また臨時、非常勤職員

の子供の看護休暇、短期看護休暇の取り扱いについて

ただしたのに対し、子供の看護休暇については、人事

院規則に準じ小学校就学前としたい、臨時、非常勤職

員については、無給の休暇として取得できるようにし

たいとの答弁がありました。 

 次に、臨時、非常勤職員の勤務条件の改善を図る観

点から、子供の看護休暇、短期看護休暇について、有

給の休暇にすべきではないかとただしたのに対し、市

内の事業所等の勤務条件に与える影響なども考慮しな

がら、今後の検討課題とさせていただきたいとの答弁

がありました。 

 そのほか、子供の看護休暇の取得日数の考え方、臨

時職員の有給休暇の付与日数と取得率、簡易な申請方

法などについて質疑、答弁が交わされたところであり

ます。 

 採決の結果、議案第７号は全員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第８号「職員団体のための職員の行為の

制限の特例に関する条例の一部を改正する条例」につ

いて申し上げます。 

 本条例は、職員団体のため、給与を受けながらその

業務を行い、または活動することができる期間に、超

勤代休時間を加えようとするものであります。 

 具体的な内容でありますが、本条例は、職員が給与

を受けながら、職員団体のためにその業務を行い、ま

たは活動することができる期間を定めているが、この

期間の中に、本年４月１日施行の地方公務員法一部改

正によって新設された超勤代休時間を新たに加えよう

とするものであるとの当局からの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、職員団体のための職員とは、職員組合の専従
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職員を指すものかとただしたのに対し、組合員である

市職員全体のことであるとの答弁がありました。 

 次に、条例改正がされないと組合交渉に出席できな

いのかとただしたのに対し、勤務時間中でも適法な交

渉については、承認を得て出席できるが、今回新たに

地方公務員法の改正により、超勤代休時間を明記した

ものであるとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第８号は全員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第10号「岩手県市町村総合事務組合を組

織する地方公共団体の数の増加及び岩手県市町村総合

事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めるこ

とについて」申し上げます。 

 本案は、平成22年４月１日に設置された「岩手北部

広域環境組合」を岩手県市町村総合事務組合に加入さ

せること、及び、当該組合に係る常勤職員の退職手当

と支給に関する事務、議員その他の非常勤職員の災害

補償に関する事務を共同処理すること、並びにこれに

伴う岩手県市町村総合事務組合規約の一部を変更する

ことについて、関係市町村に協議があったことから、

地方自治法第286条第１項及び第290条の規定により、

議会の議決を求めようとするものであります。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、岩手県市町村総合事務組合への岩手北部広域

環境組合の負担金についてただしたのに対し、岩手県

市町村総合事務組合の規約に基づき、共同処理する事

務ごとの基準により算定されるものであるとの答弁が

ありました。 

 次に、事務局体制や今後の動向等についてただした

のに対し、事務局については、管理者の所在する二戸

市役所に置かれ、構成市町村から職員を派遣しており、

久慈市からも１名の職員を派遣している。また今年度

は、条例、規約等の整備、議会の構成のほか、一部地

質調査の業務等を予定していると聞いているとの答弁

がありました。 

 採決の結果、議案第10号は全員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  ただいまの委員長報告に対し、

質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第７号「職員の育

児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例の一部を改正する条例」、議案第８

号「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」、及び議案第10号「岩

手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の増加及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更

の協議に関し議決を求めることについて」を採決いた

します。以上の３件は、委員長報告のとおり可決する

ことにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第７号、議案第８号及び議案第10号は原案の

とおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 議案第９号、請願受理第24号、請

願受理第25号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第２、議案第９号、請願

受理第24号及び請願受理第25号を議題といたします。 

 以上３件に関し、委員長の報告を求めます。澤里産

業経済常任委員長。 

    〔産業経済常任委員長澤里富雄君登壇〕 

○産業経済常任委員長（澤里富雄君）  本定例会にお

いて、産業経済委員会に付託されました議案１件及び

請願２件について、去る６月18日に委員会を開催し、

審査いたしましたので、その概要と結果についてご報

告いたします。 

 まず、議案第９号「海女センター条例」について申

し上げます。なお、審査に当たり、現地調査を実施し

たところであります。 

 本条例は、北限の海女に関する伝統文化の継承を図

るとともに、観光振興に寄与するため、海女センター

を設置しようとするものであります。 

 現在工事が進められている海女センターは、平成21

年度地域活性化・きめ細かな臨時交付金の活用により、

今年度に予算繰り越しのうえ事業実施しており、本年

７月23日に完成、平成22年８月１日から施行しようと

するもので、同日オープンし、海女フェスティバルを

開催する予定であること。 
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 施設の概要は、木造２階建て、延べ床面積92.03平

方メートル。国立公園であることから、基準である周

囲になじむ色彩や高さ制限を満たしながら、現存の空

間を有効活用し建設するものであること。 

 海女の歴史を伝える展示物をはじめ、映像による紹

介、特産品の充実、土産品の販売や休憩スペースの確

保により観光客への利便性を考慮するなど、多様な対

応が可能となっていること。 

 また、施設の管理については、指定管理により行う

ものであるが、これについては、条例が制定され、ま

た、指定管理者の選定後、議会の議決を経たうえで決

定となることから、その間は附則において「指定管理

者」を「市長」に読みかえて、市の直営により運営す

ることとなるとの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、地震・津波などの発生時における観光客への

安全対策についてただしたのに対し、観光客の安全配

慮については、これまでも常に注意を払っていたとこ

ろであるが、地元生産部、海女の会等との打ち合わせ

の際にも要望が出たところであり、わかりやすい避難

案内板の設置をはじめ、関係部局との連携により、

優先に取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 

 次に、見学主体の観光のみだけではなく、海女との

潜水などを盛り込んだ体験的な観光についても考える

べきではないかとただしたのに対し、安全面、設備の

面等困難な点もあり、今現在そのような考えはしてい

ないとの答弁がありました。 

 次に、工事費、工事期間について質疑があり、建設

に係る工事費は2,163万円となっている。工事期間に

ついては、予算成立後、環境省宮古自然保護管事務所

との協議をはじめ、さまざまな困難な面もあったが、

大限の努力をし、 短の期間で施工しているとの答

弁がありました。 

 そのほか、海女センターへの交通アクセス、観光

ルートにおける景観整備対策、観光客の増に伴う地元

とのトラブル対策、ＰＲ用観光案内板設置の考え方な

どについて質疑があったところであります。 

 採決の結果、議案第９号は全員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、請願受理第24号「 低賃金法の抜本改正と安

定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化について

の請願」について申し上げます。 

 審査に当たっては、紹介議員の出席を求め、説明を

受け、また当局の意見等も参考に審査したところであ

ります。 

 本請願は、ワーキングプアの根絶と、地域格差是正

を図るために、 低賃金1,000円と、全国 低賃金制

度を実現する 低賃金法の抜本改正を行うこと。あわ

せて、中小企業支援策の拡充強化と、下請取引適正化

のための制度改善を実施すること。 

 政府は、企業に対し、労働者の雇用維持と安定雇用

の創出を求めることについて、政府に対し意見書を提

出してほしいというものであります。 

 委員会の主な意見でありますが、 低賃金1,000円

とした場合、久慈市の現状においては金額的にかけ離

れているのではないか。 低賃金の引き上げにより、

中小企業の経営を圧迫するのではないか。また、

1,000円とした根拠が理解できないという意見。現在

の経済状況のもとでは、賃金の引き上げより雇用の確

保を優先的に考えるべきではないかという意見。この

請願は、1,000円の引き上げに加え、中小企業支援策

の拡充などもあわせて求めているのではないかという

意見。 低賃金が、生活保護基準を下回るということ

は問題であり、労働意欲にもつながってくるのではな

いかという意見などが出され、 低賃金法は、弱い立

場に置かれている労働者の 低限の権利を保障したも

のであり、この請願は採択すべきであるとの意見が出

されたところであります。 

 採決の結果、請願受理第24号は全員異議なく、採択

すべきものと決しました。 

 次に、請願受理第25号「米価の下落に歯止めをかけ、

再生産できる米価の実現を求める請願」について申し

上げます。 

 審査に当たっては、紹介議員の出席を求め、説明を

受けるとともに、当局の意見等も参考に審査したとこ

ろであります。 

 本請願は、ミニマムアクセス米の受け入れ時に、国

内の米の需給に影響を与えないとした政府公約を守り、

低限、主食用のＳＢＳや需要のないミニマムアクセ

ス米の輸入を削減すること。米の価格保障と所得補償

を、再生産を保障する水準に充実させ、政府が米の需

給と価格に責任を持つこと。 

 2009年、ルールを無視して集荷円滑化対策として買

い入れた10万トンと、備蓄米のうち超古米となってい
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る2005年度産米などの19万トンを主食用以外に処理す

ること。これに見合う30万トン相当の備蓄米を適正な

価格水準で買い入れることを、政府及び関係機関に意

見書を提出してほしいというものであります。 

 審査においては、請願書に記載された数値等の確認

を求め、また、戸別所得補償制度について意見が交わ

され、この請願は採択すべきであるとの意見が出され

たところであります。 

 採決の結果、請願受理第25号は全員異議なく、採択

すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  ただいまの委員長報告に対し、

質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。まず議案第９号「海女

センター条例」について、採決いたします。本案は委

員長の報告のとおり可決することにご異議ありません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  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されました。 

 次に、請願受理第24号「 低賃金法の抜本改正と安

定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化について

の請願」について、及び請願受理第25号「米価の下落

に歯止めをかけ、再生産できる米価の実現を求める請

願」について採決いたします。以上２件は、委員長の

報告のとおり採択することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  異議なしと認めます。よって、

請願受理第24号及び請願受理第25号は採択と決定いた

しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第11号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第３、議案第11号「市道

路線の認定に関し議決を求めることについて」を議題

といたします。本案に関し、委員長の報告を求めます。

下舘建設常任委員長。 

    〔建設常任委員長下舘祥二君登壇〕 

○建設常任委員長（下舘祥二君）  本定例会において

建設委員会に付託された議案１件について、去る６月

18日委員会を開催し、審査いたしましたので、その概

要と結果についてご報告申し上げます。 

 なお、委員会では、議員の審査に先立ち現地調査を

実施したところであります。 

 それでは、議案第11号「市道路線の認定に関し議決

を求めることについて」申し上げます。 

 議案第11号の日野沢線は、起点を、山形町日野沢第

４地割15番４地先、終点は山形町日野沢第４地割73番

１地先とし、その路線認定延長は1,188.5メートル、

現況幅員は５メートルであります。 

 本路線は、県営中山間地域総合整備事業で整備され

た路線であり、主要地方道一戸山形線にアクセスし、

沿線地域住民の日常生活をはじめ、農業従事者の利用

度も高く、公共性が高い路線であるとの説明がありま

した。 

 審査の中では、市道認定における退避所の設置基準

についての質疑が交わされ、認定要件とはなっていな

いが、道路を建設する際に、交通状況によるその必要

性、設置場所の用地確保等の条件が整えば設置してい

るものであるとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第11号は全員異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  ただいまの委員長報告に対し、

質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第11号「市道路線

の認定に関し議決を求めることについて」は委員長の

報告のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  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されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第１号、議案第２号、議案第

３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第４、議案第１号から議
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案第６号までの６件を議題といたします。以上６件に

関し、委員長の報告を求めます。堀崎予算特別委員長。 

    〔予算特別委員長堀崎松男君登壇〕 

○予算特別委員長（堀崎松男君）  本定例会において、

予算特別委員会に付託されました議案第１号から議案

第６号までの平成22年度各会計補正予算６件について、

去る６月21日に委員会を開催し、審査いたしましたの

で、ご報告申し上げます。 

 委員会では、各般にわたり活発な質疑、答弁が交わ

されたところでありますが、本委員会は議長を除く全

議員で構成された委員会であり、委員会における質疑、

答弁など、詳細な審査経緯につきましては、各位の承

知するところでありますので、その結果についてご報

告申し上げます。 

 議案第１号「平成22年度久慈市一般会計補正予算

（第１号）」、議案第２号「平成22年度久慈市国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）」、議案第３号

「平成22年度久慈市魚市場事業特別会計補正予算（第

１号）」、議案第４号「平成22年度久慈市漁業集落排

水事業特別会計補正予算（第１号）」、議案第５号

「平成22年度久慈市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）」及び議案第６号「平成22年度久慈市水道

事業会計補正予算（第１号）」の６件は、採決の結果、

いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  ただいまの委員長報告に対し、

質疑を許します。18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  市長に質問しますが、答弁の

中で、予算委員会の答弁の中で、確か私は口蹄疫の関

係の問題で、義援金の問題を質問しました。市長は、

そういうものは行政がやるべきものじゃないような答

弁だったんですよね。それで調べてみたら、宮崎県は、

宮崎県と社会福祉協議会が、宮崎県社会福祉法人宮崎

共同募金会が共同で義援金の募集をしていますし、そ

れから、私は農業委員ですが、農業委員会系統組織の

口蹄疫義援金を募集についてというのがあって、それ

で農業委員は500円以上の義援金も、それにこたえて

出しているわけです。 

 で、そこで、宮崎の様子を見ますと、義援金の受付

募集をしてますということで、ゆうちょ銀行とか、宮

崎銀行本店とか、みずほ銀行とか、さまざまな銀行等

が窓口になって受けてるようなんですね。で、そこで

まあ、例えば今回岩手県には出てないけども、岩手県

で出たとすれば、岩手県も当然その、こういった形の

義援金募集をして、各農家を支援するんじゃないかと

いうふうに思うんですが。 

 で、義援金の使い方についてもこういうふうになっ

てますね。「５月31日に配分委員会を開催し、１戸当

たり20万円の第一部分を配分しました。詳細は以下

の」となってますが、いずれこういった形で義援金を

募集をして、農家支援をしてるということであるわけ

です。 

 で、私は対岸の火事的な顔じゃなくて、やっぱり岩

手でもあれば、久慈でもあり得ることですから、そう

したときにこういったことをやるのではないかなと思

って、まあ私の素朴な考えといいますか、思いといい

ますか、まあ宮崎の状況をみれば、何とか幾らでも支

援したいという気持ちが出て来るのは、だれもあり得

ることですから、そういう面もあってまあ質問したっ

たんですね。そしたら、まあ、そういう回答だったよ

うな気がする。 

 で、そこで、資料を市長にも差し上げた経緯があり

ますが、この間の答弁のみたいなことなのか、あえて

資料を見た上でまた見解が違ってくるのかお聞かせく

ださい。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  宮崎の口蹄疫に関することで、

義援金を久慈市役所が窓口を設置して義援金を集めて、

それを宮崎県等関係者に贈ったらどうかという趣旨で

のご質問であったと私はとらえました。 

 私は、宮崎県に発生した口蹄疫、これは決して対岸

の火事視するつもりはありません。むしろ他山の石と

すべきことだろうと、こう思っとりますが、ただ、そ

のことと、そして多くの義援金が被災農家の方々に行

き渡っていただきたいと、こういう思いは持っており

ます。ただし、これは個人的にであります。これは行

政として、久慈市行政として窓口を設置する、その集

まった義援金をどのような形で管理をし、そして送り

届けるのか、こういったことについて、なすべき事項

というのは大変に多いわけであります。 

 むしろ私は、そういった宮崎県に義援金の受付の窓

口があるのであれば、そちらに直接お送りしていく方

途というもののほうが効果的なのではないのかなと、
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このように思っております。 

 また、いただいた資料にも記載がありましたけれど

も、これは義援金を寄附することによって、税等が免

除、課税減免されるというふうにも聞いております。

そういたしますと、久慈市行政とのかかわりの中でど

のような取り扱いをしなければならないのかといった

事務取り扱い上のさまざまな課題もまたクリアをして

いかなければならないことになろうかと思います。と

同時に、匿名の寄附の方がいた場合に、その扱いをど

うするのか。さまざまな課題がありますことから、こ

れは行政として義援金を取りまとめるという形は、私

は取るべきではないと。むしろそういった自発的な思

いを持つ方々が、さまざまな窓口を通じて直接行うほ

うがいい、こういった判断に立っておりますので、ご

理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  まあ、そうしますと、例えば

岩手県なり久慈で起きた場合については、この宮崎県

がやったように、みずからそういうのをつくってやれ

るということですね。みずからが受けた場合はできる

ことですよね、宮崎がやっているわけですから。ただ、

宮崎がやったことに対して、あえてつくってまでやる

必要はないという考えですけども、ここが久慈市民の

農家が被害にあった場合の義援金対応というのは、き

ちっとそういう組織を立ち上げてやり得るということ

ですね。そういうふうに理解していいですか。宮崎に

対してはそういうことだけども、しかし、みずからに

あった場合については、こういうふうにできるという

ことですね。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  可能性は否定できないと思っ

ております。ただ、しかし、どういう形で行い得るの

か、まさに宮崎県等の先進事例といいますか、取り扱

い事項等を研究をしながら検討すべき課題であるとい

うふうに思っております。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第１号「平成22年

度久慈市一般会計補正予算（第１号）」、議案第２号

「平成22年度久慈市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）」、議案第３号「平成22年度久慈市魚市場

事業特別会計補正予算（第１号）」、議案第４号「平

成22年度久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）」、議案第５号「平成22年度久慈市公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）」及び議案第６

号「平成22年度久慈市水道事業会計補正予算（第１

号）」について採決いたします。 

 以上６件は、委員長の報告のとおり可決することに

ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４

号、議案第５号及び議案第６号は、原案のとおり可決

されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 発議案第28号、発議案第32号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第５、発議案第28号及び

発議案第32号を議題といたします。以上２件に関し、

委員長の報告を求めます。佐々木久慈市議会議員定数

条例審査特別委員長。 

    〔久慈市議会議員定数条例審査特別委員長

佐々木栄幸君登壇〕 

○久慈市議会議員定数条例審査特別委員長（佐々木栄

幸君）  久慈市議会議員定数条例審査特別委員長のご

報告を申し上げます。 

 本特別委員会は、去る３月２日、第20回定例市議会

において、発議案第28号「久慈市議会議員定数条例」

及び発議案第32号「久慈市議会議員定数条例」を審査

するために設置され、これまで４月23日、５月21日及

び６月７日の３回にわたり委員会を開催し、審議を重

ねてまいりました。 

 なお、議長を除く全議員で構成された委員会であり、

委員会における審査経過の詳細につきましては、委員

各位の承知するところでありますので、主たる内容と

その結果についてご報告申し上げます。 

 委員会では、発議案第28号及び発議案第32号、それ

ぞれの提出者からの提案理由の説明を受けた後、審査

を行ったところであります。また、審査資料として、

本特別委員会設置に至るまでの経緯、委員による議員

定数削減に関する市民アンケート及び平成21年度中に

開催された議員定数に係る議会運営委員会等の会議録

を配付したところであります。 
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 さらに、６月７日開催の委員会には、議長から出席

をいただき、議員定数に係る議会運営委員会への諮問

等、一連の経過についてお伺いしたところであります。 

 委員からは、来年の統一地方選挙を見据え、早期に

結論を出すべきとの意見、議員の果たすべき使命、役

割等踏まえて議論すべきとの意見、地方議会において

は、議員定数削減など、議会みずから改革を進めてい

るとの意見、議会制民主主義を確保する観点から、定

数削減は慎重にすべきとの意見、厳しい財政状況や市

当局における職員削減の状況等を勘案すれば、議員も

定数削減してこたえていかなければならないとの意見、

委員が実施した市民アンケートに対する質疑、委員会

によるアンケート調査の提案、議会に求められる公正、

適正な審議権を行使するため、拙速な手法や結論にな

らないよう慎重な審査を求める意見、委員が実施した

市民アンケートの適法性等について、法律鑑定機関へ

の鑑定を求める意見等の開陳があったところでありま

すが、審査を終結し、採決を求める動議が提案され、

採決の結果、賛成多数をもって可決されたことから、

本特別委員会での審査を終了し、無記名投票により採

決いたしました。 

 初めに、発議案第28号について採決した結果、賛成

12票、反対12票と可否同数となったことから、当職の

採決により否決すべきものと決しました。 

 次に、発議案第32号について採決した結果、賛成11

票、反対13票となり、賛成少数で否決すべきものと決

しました。 

 この結果、本特別委員会に付託された発議案第28号

及び発議案第32号は、いずれも否決すべきものと決し

ました。 

 以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  ただいまの委員長報告に対し、

質疑を許します。８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  この議員定数削減に係る動き

が、まあ実質的には始動したのは２月８日の議員全員

協議会。ここでまあ議員一人ひとりから意見を拝聴し

たというふうなことだったというふうに思います。 

 そこで、その場では、その定数削減の考え方、それ

が個々に議員から出されたわけですが、そのほかに、

その、それ以降の議会運営委員会でなかなかこの具体

的に方向づけができなかったということを踏まえて、

それから、どのようにこれから議員定数削減に向けて

運営をしていくかというふうなことで、まあ幅広い議

員から意見が出されたわけであります。 

 そういう中で、濱欠議員のほうから、下斗米議員が

発言したのに対して「本来であればもっと広く市民に

この意見の開陳等がわかるような透明性を持った形で

議会があればよかったんだ」と、こういうふうなお話

がなされたわけであります。 

 まあ、結果、この発議案の28号、それから32号とも

採決投票が無記名というふうなことでなされたわけで

ありますが、今回のこの本会議もそうなんですが、こ

うした大事な議論が、後の特別委員会なり、そういう

のに生かされなかったということは大変こう私は残念

だったなというふうに思うんですが、委員長の見解を

賜りたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  13番佐々木栄幸君。 

○久慈市議会議員定数条例審査特別委員長（佐々木栄

幸君）  これは、特別委員会の委員の皆さんの意見に

よって進められるものであって、私は、広くその意見、

質問等を皆さんに呼びかけてきたつもりであります。 

 で、その中での進行によって、こういうふうな形に

なってきたものと思っております。そこで、皆さんが、

今までいろいろな意見を申し述べてきたのを、きょう

申し述べたところであります。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 これより討論に入ります。討論の通告がありますの

でこれを許します。７番砂川利男君。 

○７番（砂川利男君）  私は、第28号「久慈市議会議

員定数条例」について反対の討論をいたします。反対

の理由について、次の数点について申し述べたいと思

います。 

 第１点目として、議会運営や議員活動など、議会全

体の活性化や議会改革、議員の資質向上策など、大所

高所からの論議、審議がなされ、多数派工作の駆け引

きに終始固執したようにもとらわれかねない議会運営

全体像からの視点。論議がなされ、なぜ法定定数か、

法律で定めない、当市が違法にない、会議の26名が担

保維持されているからなど、法的処置や総括的論拠を

欠き、それぞれが主張する論点が市民に見えにくい、

内部検討と審議機関の入り口論に時間をかけすぎ、市

民に対する説明責任を果たすべく、透明、公正かつ適

正な論議が不十分であったこと。 

 ２点目として、岩手県内13市との比較も大事な問題
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ですが、現実論として、久慈広域４市町村別による人

口と議員定数を対比しますと、洋野町、田野畑村、普

代村など、経済圏、生活圏、エリア内の久慈市との比

較状況として、人口に、住民人口に対する議員数は、

平成22年３月31日現在で次のような実態であります。 

 久慈市人口３万8,264人、議員の定数26名、議員１

人当たりに対する人口比1,471人。洋野町１万9,486人、

議員の定数18名、１議員に対する人口比が1,081人。

野田村4,884人、議員定数12名、議員１人当たりに対

する人口比407人。普代村3,099人、議員の定数10名、

議員１人当たりに対する人口比は309人であります。 

 また、市内の人口構成順位は、久慈１万3,425人、

長内9,387人、宇部町3,644人、山形町3,052人、夏井

町2,868人、侍浜町2,786人、大川目町2,694人、山根

町408人であります。 

 近隣町村で も少ない普代村の人口3,099人に対し、

議員数は10人。野田村の人口4,844人に対し、議員数

は12人であります。この人口に類似する山形町の人口

3,052人に対し、現在の議員は３人であります。 

 合併前の旧山形村時代での議員数は14人であったわ

けであります。このことを思うと、住民の福祉向上や

行政サービスの向上について、市民の声を代弁する任

務、市民の意見を市政に反映させる議員の数は激減し、

市民満足度にも連動し、影響することは、まぎれもな

い事実であります。 

 以上のことから、県下13市、東北地区都市部などの

比較も大切でありますが、近隣町村との現実論として、

生活圏、経済圏である久慈広域圏内の現状と歩調を見

ながらの議員定数のあり方、この管内における議員定

数のばらつきは、住民１人当たりによる格差実態が現

存することを踏まえると、久慈市の法定定数内の現状

26人をさらに減らすことは市内、遠隔地の地域が過疎

化することを防止すべき、政策提言、市民の手足にな

るべく、１議員に対する人口比率の格差が拡大する実

感から、議員数削減は疑問であります。 

 ３点目として、議員定数に係る論議過程のプロセス

として、審議手法の迷走はリーダーの力不足にあり、

今事案件に係る論議、審議過程のつまづきは議長諮問

案件として市政調査会、幹事会に諮問するも審議拒否

となり、次に議会運営委員会に諮問も、定数減の意見

と法定定数現状維持の意見が拮抗し、両論併記の答申、

その後全員協議会での意見の開陳、後に議員定数に係

る２名減案と１名減案の２件が発議提案となり、その

末に議員定数検討特別委員会を設置する「後出しじゃ

んけん」的形が出たわけであります。 

 特別委員会は、開会されるも、審議過程で審議打ち

切りの動議が出されるなど、各議員の意見の開陳もな

く、議員定数に係る特別委員会は終結し、諮問を受け

た審議内容、論議途中の暴露に端を発し、二の舞を警

戒の末か、無記名投票が提案され、結果は法定数26名

より２名減の案、同１名減の案、ともに両案が否決と

なり、この案件は例をみない審議迷走となってしまっ

たわけであります。 

 加えて、特別委員会による精査の結果、個人の議員

活動と称して、審議途中、案件の内情を知り得る立場

の者が、インサイダー行為とも取れる市民アンケート

に名を借りた審議の先取りや、経過内容について、暴

露事案にも匹敵する行為など、久慈市議会審議権の侵

害、妨害に抵触しかねない公正、適正を欠く実態が判

明したわけであります。 

 しかも、その結果を特別委員会に報告するならとも

かく、地方のマスコミ紙に公表されるなど、市民誘導

と取られかねない行為は、私には理解しがたく、市民

が疑念や不信を持つ事態となったわけであります。 

 さらに、議員定数問題についての一連の審議過程、

流れについて、特別委員会に議長の出席を求め、議長

諮問案件が混乱、迷走している実態と、議長としての

指導や混乱の迷走について、収拾すべき考え方などを

議長に期待を込め尋ねたところ、議長は「何も落ち度

も責任もない。この混乱、迷走はあなた方各議員にあ

る」旨を強調されました。普通私の感覚だと、議会組

織の 高責任者、この案件を諮問した議長、諮問を受

けた議運の正副委員長の辞任劇など、一連の迷走、混

乱問題を調整すべく責任ある者、責任者行動、指導や

組織を束ねる者の不在とも取れる責任回避劇は、市民

からすれば疑念、疑問がするのは必至であります。今

日に続く事態は、異常な審議過程でないでしょうか。 

 ４点目は、よって、私からすると、市民を誘導しか

ねない、適正を欠く一部議員の行為、一連の流れから、

議会の審議権の侵害、妨害、インサイダー行為にも取

られかねない行為、プライバシー保護法に抵触する疑

念について、法律鑑定を求めたわけでありますが、特

別委員会は、法制では適法かなど審議する委員会でな

いと、私の主張、論議、審議を打ち切るなど、異常と
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も取れる動議で、私の発言は封じ込められたわけであ

ります。 

 しかし、地方自治法第２条15には、「地方公共団体

は、法令に違反してその事務を処理してはならない。

なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に反

して、その事務を処理してはならない」また、同法16

には、「前項の規定に違反して行った地方公共団体の

行為は無効とする」とあり、また国においても、国家

権力はすべてそのよるべき規範としての法のもとに置

くこととし、法に従って公序されるべきものとする。

法にその根拠を有さない権力行使は、いかなる場合の、

いかなる対応のものであっても、違法として排除され

る。およそ権力作用、その中核とする政治的支配は、

そのよるべき規範がない場合には、おのずから恣意的

に流され、専制に走ることとなるから、係る事態を回

避し、暴政圧政を防除するには、権力に対して批判を

明示し、これに従わせることとしなければならない。

その規範が法であると書いていることにかんがみると、

法律の専門家でもない以上、法律の専門家に鑑定を求

めることは、私なりに当然な考えであります。その論

議、審議の打ち切りの動議より、その思いをとめられ

たことはまことに不本意であります。 

 ５点目は、久慈広域住民約６万6,000の生活圏、経

済圏の行政区域は、今後発展的合併の可能性を秘めて

いる地域と考えておりますことから、拠点都市のスタ

ンスとして、議員定数などの門戸を狭めるものではな

く、法で認められる法定定数を維持することも大切で

あります。 

 県内13市の比較を持ってのみ議員を減らすべし、単

純な数の比較をもって、久慈市は多いと言われますが、

行政単位の成熟など、生活基盤、市民の所得、産業経

済の集積度、生活の立地条件など、社会資本の整備の

完成度など、13市の格差解消を認識しないまま、議員

の数だけ比較して他市並みと論ずるのは問題でありま

す。仮に財政上、経費節減のためなら、私は議員報酬

を４名くらい全額を減額してでも法定定数26名は維持

すべきある時勢にあると思っております。私はその覚

悟があることを申し述べておきたいと思います。 

 つきまして、係る案件には、もともと久慈市の法定

定数26名は適法であり、議員を減らすべきでない強い

意志を持つわけであるも、混乱迷走の過程では、１名

減の発議案を示唆した経緯がありますが、議員定数特

別委員会、佐々木委員長の報告のとおり、発議案28号、

同32号案は、いずれも否決すべき報告には賛同できる

ものであります。 

 以上、５点に係る経過からして、私は今次の議員定

数については、出直し論議も視野に置いたスタンスと、

久慈広域の近隣町村に対する歩調を合わせ、行政単位

の合併展望を発展させる時期を待つべきで、法定定数

内にある久慈市の26名を減らすことは、久慈地方の拠

点都市としての役割、近隣町村に配慮し、この地域近

郊の発展、管内の格差是正、住民福祉向上策をはじめ、

広域の共有課題の調整を図るなど、総合的判断をする

に、発議案第28号については反対の意思を述べ討論を

終わります。各議員の賢明な判断に期待して、私の討

論を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（宮澤憲司君）  20番中塚佳男君。 

○20番（中塚佳男君）  発議案第28号、議員定数を２

人削減することが妥当であるとする立場から、賛成の

討論をいたします。 

 旧久慈市と旧山形村が対等合併して新久慈市が誕生

してから、早くも４年が経過し、いまや久慈市は一つ

であるという感が、市民の中に熟成されつつあります。 

 合併による新久慈市の歴史的人口増、現在は合併時

と比べて2,000人以上の減、面積増等による特例的考

え方もあって、法定数26人の上限いっぱいでよしとし

てきた側面を否定できない、側面を否定できないもの

があります。 

 しかしながら、合併の際に起きた特例債や財政効果

は、国からの交付税の減、県からの補助金等の減、市

民税、法人税の歳入減等々、市財政が年々厳しさを増

す現状であります。久慈市においても、このような現

状から、職員の定数を見直して、効率の上がる行財政

に着手しているところと思われます。 

 岩手県内の他市においても同様で、こうした状況を

いち早く認識し、議会議員の報酬等に要する必要経費

の削減も必要不可欠との判断のもと、次期議員選挙か

ら適用されるべく議員定数削減に向けた取り組みをす

るか、削減が決定済みの流れとなっております。 

 当市でも、合併前と比べて面積が増大したことから、

定数削減は民意の反映が細るのではないかと危惧する

声も聞くことがありますが、道路網、通信施設の整備

の伸展と、通信機器の普及により、高速通信を実現さ

せておりますし、人々の行動、移動も広範囲でスピー
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ド化しました。面積を、のみをもって削減にブレーキ

をかけることがあってはならないと思っております。 

 私は議員活動の一環として、議員定数削減に対して、

市民がどのように考えているか独自にアンケート調査

を実施いたしました。この結果につきましては、平成

22年４月29日の発刊の陸中魁新聞に掲載され、市民並

びに議員各位にも明らかになったところであります。 

 議員に対しての民意は100％の近い数字で、削減す

べきでありました。２人削減あるいはそれ以上の削減

をすべきが合わせて90％を超えておりますが、その中

でも２人削減は52.65％と半数以上に及んでいます。

１人を削減することも、削減したことにはなりますが、

私は民意にもあらわれているとおり、議会みずから英

断をすべきときであり、次回選挙は２人減の定数24人

で市民の審判を受けるべきであることを主張して、２

人削減に賛成する立場から賛成の討論をいたします。

議員各位のご賛同を心からお願い申し上げまして、賛

成討論といたします。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  私は、発議案第32号「久慈市

議会議員定数条例」について賛成の討論を申し述べま

す。 

 私は、もとより、合併から５年目となる中で、議員

定数の削減は時期尚早であると考えていました。旧久

慈市と旧山形村の合併により、議員定数は39人から法

定定数の26人に、13人が削減されました。合併により、

新久慈市の面積は327平方キロメートルから約倍の623

平方キロメートルに拡大したことは、議員各位既にご

承知のことであります。現在の法定定数26人でも、広

大な面積に拡大した久慈市で、市民の目線に合う議員

活動を展開することは大変なものがあるものと考えま

す。 

 削減の理由の一つに、交通の便、情報の発達がある

からというものがあります。しかし、交通の便利さ、

情報の発達で民意が集約、収れんされることになるの

でしょうか。むしろ、さまざまな民意というものが多

様化し、広がっているのではないでしょうか。 

 発議案第28号の提案説明では、議員定数の削減は全

国的な趨勢と言っていますが、既に久慈市は、市村合

併により13人の議員を減らしていることからすれば、

さらなる２人の削減は議会制民主主義の後退につなが

る恐れがあるものと指摘せざるを得ません。 

 議員定数には根拠があります。議会は議事機関とし

て予算、条例を決定する権限、首長や執行機関の監視、

批判する権限、これを果たすために体制確立が必要で

あります。それを法で定めているのが議員定数であり

ます。 

 発議案第32号は、削減ありきとするならば、法定定

数から１名減の25人体制で久慈市議会を構成したいと

いう提案であります。議員各位にご理解を賜り、本提

案が可決されますよう心からお願い申し上げ、発議案

第32号への賛成の討論といたします。 

○議長（宮澤憲司君）  ほかに討論はありませんか。 

    〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  はい。 

○19番（下斗米一男君）  今、それぞれ３名の討論を

聞いておりまして、疑念を感じましたので議長にご質

問申し上げます。ということは、この２件とも発議案、

それぞれ12名と11名の名前がきちんと記載されており

ます。私の記憶では、議員発議案の中で、きちんと名

前がこれだけ出たのが初めてでございます。 

 しかるに、特別委員会といえども、12名の方が11に

なったというこの数字で、しかも今審議されてる中で、

特別委員長からも、あるいは議長からも、12名の方が

欠けた、あるいは片方の11名が12名になったとかとい

う動きは、一切報告されてません。したがって、この

発議案２件が本当に有効かどうか疑念を持ちましたの

で、お答えをいだきます。 

○議長（宮澤憲司君）  討論でありますか、今の質問。

討論。そうじゃなくて、どういうのになりますか。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  議事進行ですか。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  はい、はい。 

○19番（下斗米一男君）  ですから、私の疑念は、発

議案28と32が、動きがないんですかと。12名になると

かって、名前がちゃんと載ってるわけですよ。その方

が１人も辞退されたとか、そういう動きが一切ない中

で、提出された内容そのままで審議できるんですかっ

ていうんです。いや、それができるっていう回答あれ

ば、それはそれで結構です。私は、今現在１人も欠け

た、あるいは増えたっていう説明がない中で、その議

案が有効ですかってことです。ただそれだけです。 

○議長（宮澤憲司君）  今の委員長の報告は、２名削
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減は、これはどうするで、委員長の、会長の決議にも

って否決されたと。そして、次の１名削減については、

まあ 初のその投票した方はどういうふうなお考えで

あるのかは、私はわかりませんけれども、実際として

11名と13名というふうな形での結果だったわけです。

で、このことを受けて、委員長は、28号も32号も否決

されたというふうな報告であります。ですから、私は

それに対しての意見を申し述べる余地はないものだと

いうふうに考えています。 

○19番（下斗米一男君）  私の理解が悪いのか。じゃ

あ局長に聞きます。少なくても、いや、発議案に、28

号に12名の名前がちゃんと載ってるわけです。その12

という数字が委員会の投票で11になってると。で、片

方が１名減が、11名になってたんだけども、ちゃんと

名前が。私のこだわるのは、それぞれの名前が出てる

わけですよ。ただ代表者がだれって載った議案じゃな

いわけです。発議案に名前が載ってた方が、どなたか

辞退したしたっていう報告があれば、それはそれでい

いんですが、一切ないわけですから。それが妥当かど

うかということです。 

○議長（宮澤憲司君）  今の質問に対しては、議長と

してのコメントはできません。ただ、委員長の報告に

対してこれから採決をしていただくということになり

ますので、その部分についてはご理解をいただきたい。

あくまでもこの場では議長の意見というものは、しか

もまだ投票の前です。そういうことで、その分につい

てはコメントは控えさせていただきたい。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  発議案。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  はい。じゃあ、はい、わかり

ました。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  先ほども申し上げたとおり、

私からのコメントは控えさせていただきます。討論を

終結いたします。 

 それでは採決いたします。委員長の報告は、両発議

案ともに否決であります。よって、原案について無記

名投票により採決いたします。投票の準備のため、暫

時休憩をいたします。再開は３時といたします。 

    午後２時49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３時00分   再開   

○議長（宮澤憲司君）  休憩前に引続き会議を開きま

す。 

 これより、発議案第28号「久慈市議会議員定数条

例」を採決いたします。 

 議場の閉鎖を命じます。 

    〔議場閉鎖〕 

○議長（宮澤憲司君）  ただいまの出席議員は25名で

あります。 

 投票用紙を配付いたします。 

    〔投票用紙配付〕 

○議長（宮澤憲司君）  投票用紙の配付漏れはありま

せんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

    〔投票箱点検〕 

○議長（宮澤憲司君）  異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票用紙には、本案につい

て「可」とする者は「賛成」と、「否」とするものは

「反対」と記載願います。 

 なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでな

い投票は「否」とみなします。ご留意を願います。 

 それでは、点呼に応じ、記載所において記載の上、

順次、投票を願います。 

    〔氏名点呼・投票〕 

○議会事務局長（根井元君）  それでは、お名前を呼

びますので、よろしくお願いいたします。梶谷武由議

員。山田光議員。上山昭彦議員。泉川博明議員。木ノ

下祐治議員。藤島文男議員。砂川利男議員。畑中勇吉

議員。小倉建一議員。山口健一議員。中平浩志議員。

澤里富雄議員。佐々木栄幸議員。桑田鉄男議員。堀崎

松男議員。大久保隆實議員。小野寺勝也議員。城内仲

悦議員。下斗米一男議員。中塚佳男議員。下舘祥二議

員。大沢俊光議員。濱欠明宏議員。八重櫻友夫議員。

髙屋敷英則議員。 

○議長（宮澤憲司君）  投票漏れはありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  投票漏れなしと認めます。投

票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

    〔議場開鎖〕 
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○議長（宮澤憲司君）  開票を行います。会議規則第

31条第１項及び同条第２項の規定を準用し、立会人に

藤島文男君、上山昭彦君、畑中勇吉君の３名を指名い

たします。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。ただ

いま指名の３人の立ち会いをお願いいたします。 

    〔開票〕 

○議長（宮澤憲司君）  投票の結果を報告いたします。 

 投票総数25票。これは出席議員数に符合しておりま

す。そのうち、有効投票25票、無効投票なし。有効投

票中、賛成14票、反対11票。 

 以上、報告いたしましたとおり、賛成が多数であり

ます。よって発議案第28号は原案のとおり可決されま

した。このことから、発議案第32号については、議決

不要となります。 

 議事の都合により暫時休憩をいたします。 

    午後３時15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３時18分   再開   

○議長（宮澤憲司君）  会議を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 岩手北部広域環境組合議員の選挙   

○議長（宮澤憲司君）  日程第６、岩手北部広域環境

組合議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地

方自治法第118条第２項の規定により、指名推選によ

りたいと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、選挙の方法は指名推選によることに決定をいたし

ました。 

 お諮りをいたします。指名の方法については、議長

において指名することにいたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、議長において指名することに決定いたしました。 

 岩手北部広域環境組合議員には、濱欠明宏君、木ノ

下祐治君、髙屋敷英則君を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名しました濱

欠明宏君、木ノ下祐治君、髙屋敷英則君の３名を岩手

北部広域環境組合議員の当選人と定めることにご異議

ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、濱欠明宏君、木ノ下祐治君、髙屋敷英則君が岩手

北部広域環境組合議員に当選されました。 

 ただいま当選されました濱欠明宏君、木ノ下祐治君、

髙屋敷英則君が議場におりますので、本席から会議規

則第32条第２項の規定により告知をいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 議員派遣の件   

○議長（宮澤憲司君）  日程第７、議員派遣の件を議

題といたします。 

 お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び

久慈市議会会議規則第120条の規定に基づき、盛岡市

で開催の「第48回知事を囲む懇談会」に副議長濱欠明

宏君を、平成22年８月５日に派遣することといたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、議員派遣の件は可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第８ 発議案第34号、発議案第35号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第８、発議案第34号及び

発議案第35号を議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

発議案２件は、各会派共同提案でありますので、会議

規則第37条第３項の規定及び先例により、議事の順序

を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。 

 それでは採決いたします。発議案第34号「 低賃金

法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡

充・強化を求める意見書の提出について」及び発議案

第35号「米価の下落に歯止めをかけ、再生産できる米

価の実現を求める意見書の提出について」は、原案の

とおり決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、発議案第34号及び発議案第35号は提案のとおり可

決されました。 



－150－ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○議長（宮澤憲司君）  以上で、本日の日程は全部終

了をいたしました。これをもって本日の会議を閉じ、

第22回久慈市議会定例会を閉会をいたします。 

    午後３時20分   閉会   
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