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第25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12月15日（水曜日）午後１時30分開議 

 第１ 議案第６号、陳情受理第32号（教育民生常任

委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第２ 議案第７号、議案第８号、議案第９号、請願

受理第29号、請願受理第30号、請願受理第31

号（産業経済常任委員長報告・質疑・討論・

採決） 

 第３ 議案第10号（産業経済常任委員長報告・質

疑・討論・採決） 

 第４ 議案第11号（建設常任委員長報告・質疑・討

論・採決） 

 第５ 議案第１号（質疑・討論・採決） 

 第６ 議案第２号（質疑・討論・採決） 

 第７ 議案第３号（質疑・討論・採決） 

 第８ 議案第４号（質疑・討論・採決） 

 第９ 議案第５号（質疑・討論・採決） 

 第10 発議案第39号、発議案第40号、発議案第41号

（採決） 

 第11 議員派遣の件（採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 議案第６号 久慈市立小中学校設置条例

の一部を改正する条例 

  陳情受理第32号 現行児童福祉施策としての保育

制度の維持と一層の改善を求める請願 

 日程第２ 議案第７号 指定管理者の指定に関し議

決を求めることについて 

  議案第８号 指定管理者の指定に関し議決も求め

ることについて 

  議案第９号 指定管理者の指定に関し議決も求め

ることについて 

  請願受理第29号 ＴＰＰへの参加に反対する請願 

  請願受理第30号 ＴＰＰ交渉に関する請願 

  請願受理第31号 過剰米対策に関する請願 

 日程第３ 議案第10号 指定管理者の指定に関し議

決も求めることについて 

 日程第４ 議案第11号 市道路線の変更に関し議決

を求めることについて 

 日程第５ 議案第１号 平成22年度久慈市一般会計

補正予算（第３号） 

 日程第６ 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３号） 

 日程第７ 議案第３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２号） 

 日程第８ 議案第４号 平成22年久慈市公共下水道

事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議案第５号 平成22年度久慈市水道事業

会計補正予算（第２号） 

 日程第10 発議案第39号 現行児童福祉施策として

の保育制度の維持と一層の改善を求める意見書

の提出について 

  発議案第40号 日本の「食」と「農」そして

「地域経済」が犠牲を強いられるＴＰＰ協定

締結への反対を求める意見書の提出について 

  発議案第41号 過剰米対策に関する意見書の提出

について 

 日程第11 議員派遣の件 

──────────────────── 

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） 

──────────────────── 

事務局職員出席者 
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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）  この際、諸般の報告をいたし

ます。議員発議案３件及び当職からの提出議案１件を

お手元に配付してあります。 

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39号 

   現行児童福祉施策としての保育制度の維持と一 

   層の改善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12月15日提出 

 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 

   現行児童福祉施策としての保育制度の維持と一 

   層の改善を求める意見書 

 わが国の少子高齢化の進行は、これまでの予想を超

えた厳しいものとなっており、今後の社会・経済や子

どもたちの健全育成に深刻な影響を及ぼすことが懸念

されることから、少子化対策の拡充が喫緊の重要課題

となっている。 

 しかしながら、政府の少子化社会対策会議や地域主

権戦略会議等では、少子化対策の中核である保育制度

について、「幼保一体化」、「多様な事業主体の参入

を可能とする指定制の導入」、「保育所 低基準を定

める権限を都道府県条例へ移譲」等の大幅な規制緩和

の実施が閣議決定されており、この制度改革は、児童

福祉の根本を大きく後退させることとなる。 

 以上の趣旨に基づき、下記事項の実現について強く

求める。 

記 

１．子どもの 善の利益のために、国及び都道府県、 

 市町村の公的責任を明確にし、児童福祉施策として 

 の保育制度を後退させないこと。 

２．国の定める保育所の 低基準を改善すること。 

３．保育の質を高めるための人材を確保し、正規雇用 

 を行うために必要な財源を確保すること。 

４．地域の少子化対策を充実させること。 

 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12月15日 

             岩手県久慈市議会 

              議長 宮澤 憲司 

内 閣 総 理 大 臣   

財 務 大 臣  

文 部 科 学 大 臣  殿 

厚 生 労 働 大 臣  

国家戦略担当大臣 

少子化対策担当大臣 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

発議案第40号 

   日本の「食」と「農」そして「地域経済」が犠 

   牲を強いられるＴＰＰ協定締結への反対を求め 

   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12月15日提出 

 久慈市議会議長 宮澤 憲司 様 

      提出者 久慈市議会議員 小野寺勝也  
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      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  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

   日本の「食」と「農」そして「地域経済」が犠 

   牲を強いられるＴＰＰ協定締結への反対を求め 

   る意見書 

 政府は11月９日、環太平洋戦略的経済連携協定（Ｔ

ＰＰ）について、「関係国との協議を開始する。」と

明記した「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議

決定したところである。 

 ＴＰＰは、完全な貿易自由化を目指した協定であり、

交渉を進めようとする政府の動きに対し、生産現場で

は極めて大きな不安と動揺が生じている。 

 仮に、ＴＰＰ交渉に参加し、農畜産物の関税を全面

的に撤廃した場合、農林水産省の試算では、食料自給

率は40％から14％へ低下、農業生産額は４兆１千億円

程度が減少、雇用も340万人程度減少するとされてお

り、わが国の農林水産業や地域社会は壊滅的な打撃を

受けることになる。 

 ついては、生産農家が将来にわたって「夢」と「希

望」と「誇り」をもって営農できる農業政策の確立と

地域経済を守る観点から、下記事項の実現について強

く求める。 

記 

 政府が進めようとしている環太平洋戦略的経済連携

協定（ＴＰＰ）交渉について、日本の「食」と「農」、

そして「地域経済」が犠牲を強いられ、他の分野との

バランスを欠くような協定締結には断固反対すること。 

 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12月15日 

             岩手県久慈市議会 

              議長 宮澤 憲司 

内閣総理大臣  

農林水産大臣 殿 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

発議案第41号 

   過剰米対策に関する意見書の提出について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第

14条の規定により提出します。 

  平成22年12月15日提出 

 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 

   過剰米対策に関する意見書 

 平成21年産米は、国の需給見通しの誤りや過剰作付

けにより本年10月には全国で40万トン、岩手県におい

ても３万３千トンもの持ち越し在庫の発生が懸念され

る事態となっている。 

 このままでは21年産米の古米処理経費の発生や22年

産米の価格下落、23年産米の米生産数量目標の大幅な

削減は必至と予想される。また、戸別所得補償モデル

対策交付金の補てんを受けても農家経営は極めて厳し

い状況になるものと危惧されることから、稲作農家が

安心して米作りに取り組める環境の確立が必要である。 

 以上の趣旨に基づき、下記事項の実現について強く

求める。 

記 

１．米戸別所得補償制度の安定運営のため、緊急の対 

 策として政府買い入れによる相当量の棚上げ備蓄を 

 実施し、市場の過剰感を一掃すること。 

２．需給と価格の安定を図るという食糧法の規定に基 

 づき、過剰米を国が責任をもって市場隔離する需給 

 調整対策を恒久的な制度として確立・実施すること。 

  平成22年12月15日 

             岩手県久慈市議会 

              議長 宮澤 憲司 

内閣総理大臣  

農林水産大臣 殿 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

   議員派遣の件 

               平成22年12月15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．平成22年度岩手県市議会議長会臨時総会 

 (1) 派遣目的 地方自治の本旨に沿い、相提携し、

都市の興隆発展・地方自治の充実強

化・市議会の制度及び運営に資するた

め 
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 (2) 派 遣 先 釜石市 

 (3) 派遣期間 平成23年１月12日から13日までの２

日間 

 (4) 派遣議員 濱欠明宏副議長 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（宮澤憲司君）  この際、市長からさきの社会

民主党、梶谷武由議員の一般質問で、再質問に対する

答弁内容の訂正について発言を求められておりますの

で、これを許します。晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  発言の機会をいただきまし

て、ありがとうございます。 

 さきの一般質問の社会民主党、梶谷武由議員のご質

問の中で、久慈小学校改築工事にかかわる第２回目の

プロポーザルにおいて、１回目に参加した６社のうち

２社が辞退し、４社から再度ヒアリングした旨のご答

弁を申し上げましたが、私の記憶違いから謝った答弁

をしてしまいました。深くおわびを申し上げます。 

 正確には、副市長からご答弁を申し上げましたとお

り、提案された内容について再吟味する必要が生じた

ことから、建設に関しての基本コンセプトや設計内容

等がすぐれていると思われた上位４社に対し、改めて

説明を求めたものであり、２社が辞退したものではあ

りませんでしたので、訂正し深くおわびを申し上げま

す。 

 以上であります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 議案第６号及び陳情受理第32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６号及び陳情受理第32号を議題と

いたします。 

 以上に関し、委員長の報告を求めます。佐々木教育

民生常任委員長。 

    〔教育民生常任委員長佐々木栄幸君登壇〕 

○教育民生常任委員長（佐々木栄幸君）  本定例会に

おいて教育民生委員会に付託されました議案１件、陳

情１件について、去る12月10日に委員会を開催し、審

査いたしましたので、その概要と結果についてご報告

申し上げます。 

 なお、審査に先立ち、議案第６号の審査の参考とす

るため現地調査を実施したところであります。 

 初めに、議案第６号「久慈市立小中学校設置条例の

一部を改正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、繋小学校を平成23年３月31日をもって廃

止し、同年４月１日から山形小学校へ統合しようとす

るものであります。 

 また、当局から、繋小学校は平成20年５月に教育委

員会が定めた学校再編の基本方針において再編を進め

ることとした第２期再編対象校であることから、平成

21年11月と平成22年３月に、地区住民との懇談会を開

催したほか、保護者や地区民等と相談してきたところ

であり、平成23年度の児童数が１名と見込まれること

から、残された児童の教育環境を第一に考え、来年度

から統合しようとするものであるとの説明がありまし

た。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、繋小学校の改築を行った当時は、児童数の将

来見通しをどのように立てていたのかとただしたとこ

ろ、平成12年度の改築時は、これほどまでの人口減少

や子供の減少は想定しておらず、急激な少子化が現実

のものとなり、途中で子供の数が極端に減少した時期

もあったが、山村留学制度により維持した経緯もある

との答弁がありました。 

 次に、改築当時も山村留学制度による子供の確保を

想定していたのかとただしたのに対し、改築に合わせ

て山村留学制度を開始し、地元の子供と山村留学の子

供によって運営していく考えであったとの答弁があり

ました。 

 次に、繋地区出身者の閉校に対する認識は把握して

いるのかとただしたところ、地域で行った数回の懇談

会において、「自分の子供も将来戻ってこないと思う。

来年度から在校生が一人になるのであれば、閉校はや

むを得ない」との意見が大部分であったとの答弁があ

りました。 

 次に、閉校後の校舎の活用策と当面の管理はどのよ

うになるのかとただしたのに対し、統合した場合の繋

小学校の活用策については、繋地区または山形地区全

体の活性化につながるような施設になることを希望し

ており、決定後は地元との話し合いを行うとともに、

市長部局と連携しながら活用先を検討していきたい。

また、管理については当面教育委員会が管理するとの

答弁がありました。 

 そのほか、起債の償還方法、小規模校の存続、山村

留学の法的根拠及び募集をやめた理由、合併協議での
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内容などについて質疑、答弁が交わされたところであ

ります。 

 採決の結果、議案第６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、陳情受理第23号「現行児童福祉施策としての

保育制度の維持と一層の改善に関する陳情」について

申し上げます。 

 本陳情は、子供の保育環境を守り、保育の質を維持

し、より充実させ、子供たちの育ちを保障するために、

公的責任を明確にし、保育制度を後退させないこと、

保育所の 低基準を改善すること、人材の確保に必要

な財源を確保すること、地域の実情にあった少子化対

策を充実させることを求めるもので、政府・関係機関

に対し意見書を提出してほしいというものであります。 

 審査の中では、親の経済的困難が子供の保育の障害

となってはならないとの意見、決められている保育所

設置の 低基準は、欧米諸国と比べると低い水準であ

り、これすら取り払って自由裁量にするということで

あれば、子供が良好な状況の中で保育を受けることが

保障されない懸念があるとの意見、この地域に新シス

テムはなじまないとの意見、少なくとも公的責任、応

能負担、 低基準は堅持すべきという趣旨から、この

陳情は採択すべきとの意見などがあり、採決の結果、

陳情受理第32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。 

 失礼しました。32号の陳情でありますが、陳情受理

第32号です。訂正して謝ります。 

○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６号「久慈市立小

中学校設置条例の一部を改正する条例」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６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、陳情受理第32号「現行児童福祉施策としての

保育制度の維持と一層の改善に関する陳情」について

採決いたします。 

 本陳情は、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）  ご異議なしと認めます。よっ

て、陳情受理第32号は採択と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 議案第７号、議案第８号、議案第 

    ９号、請願受理第29号、請願受理第30号、請 

    願受理第31号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第２、議案第７号から議

案第９号まで及び請願受理第29号から請願受理第31号

までの６件を議題といたします。 

 以上に関し、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４件、請願

３件について、去る12月10日に委員会を開催し審査い

たしましたので、その概要と結果についてご報告いた

します。 

 なお、委員会では審査に先立ち、議案４件について

現地調査を実施したところであります。 

 また、「指定管理者の指定に関する議案」について、

それぞれ市政改革プログラム推進本部会議、指定管理

者選定審査会において指定管理者の指定をすべき施設

と決定されたこと、選定方法・指定期間の決定及び審

査結果の決定を受け、提案となった旨の説明がありま

した。 

 それでは、 初に議案第７号から議案第９号まで及

び請願受理第29号から請願受理第31号までの６件につ

いてご報告いたします。 

 まず、議案第７号「指定管理者の指定に関し議決を

求めることについて」申し上げます。 

 本案は、久慈市産地形成促進施設の指定管理者に

「久慈市産地直売農家協会」を、平成23年４月１日か

ら平成28年３月31日までの期間、指定しようとするも

のであります。 

 また、当局から選定方法は一般公募とし、募集を行

った結果、２団体からの応募があったこと、再指定で

あることから、指定期間を５年間としようとするもの
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であるとの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、参考資料に記載の管理業務委託料における１

人当たりの人件費についてただしたのに対し、申請書

における収支予算の額は、指定管理者を受けようとす

る団体からの申請によるものであるとの答弁がありま

した。 

 これに対し、指定管理委託費を積算する段階で、市

では人件費の積算はしていないのか、また、積算根拠

は示されないのかとただしたのに対し、指定管理委託

料の算定に当たっては、施設の管理に要する経費を費

目ごとに見積もり、指定管理者の経営が正常になされ

る見通しのもとで算定したものであること、指定管理

委託料の基準価格については、委託料については公表

していないことから、同じ扱いと考え公表できないと

ころであるとの答弁がありました。 

 そのほか、他の応募者の状況、駐車場の確保、もぐ

らんぴあとの連携等について質疑、答弁が交わされ、

また経費節減の視点だけでなく、働く環境、待遇につ

いて配慮してほしいという意見や、指定管理に係る全

般的な考え方について発言があっ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「指定管理者の指定に関し議決を

求めることについて」申し上げます。 

 本案は、久慈市小袖海女センターの指定管理者に

「小袖北限の海女の会」を、平成23年４月１日から平

成26年３月31日までの期間、指定しようとするもので

あります。 

 また、当局から選定方法について、当施設は「地域

人材の活用など合理的な理由がある場合」に該当する

ことから、一者指定と決定されたこと、指定期間につ

いては、新たな施設を指定する場合は３年とされてい

ることから、３年間としようとするものであるとの説

明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、営業期間及び事務職員２名の配置の状況につ

いてただしたのに対し、期間は７月から９月までの３

カ月間、従業員については海女の会で選任する形にな

っており、来年度においても同様と考えている。 

 また、素潜り実演・販売等、海女の会独自の活動に

より、２名以外にも人員を配置することもあると思わ

れるとの答弁がありました。 

 次に、海女の会独自の営業活動に対する施設貸与の

考え方についてただしたのに対し、このことについて

は、地域活性化を図るためにも、素潜り実演や物販等、

実情に応じよりよい方向について考慮してまいりたい

との答弁がありました。 

 また、これまでの地域の努力・貢献を考えた場合、

経費節減、効率のみにとらわれず、この地域への配慮

を求める意見が述べられたところであります。 

 採決の結果、議案第８号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第９号「指定管理者の指定に関し議決を

求めることについて」申し上げます。 

 本案は、久慈市勤労青少年ホームの指定管理者に

「特定非営利活動法人やませデザイン会議」を、平成

23年４月1日から平成28年３月31日までの期間、指定

しようとするものであります。 

 また、当局から選定方法は一般公募としたこと、指

定期間は再指定であることから、５年としようとする

ものであるとの説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、指定管理導入後、市の直営時代より利用状況

が大幅に増加しているが、その要因についてただした

のに対し、民間の感覚によるいろいろな工夫、積極的

な講座等の開設もあるが、ジョブカフェの併設による

効果もあるのではないかとの答弁がありました。 

 次に、指定管理費の債務負担行為の補正が今定例会

で提案されているが、今回の委託費より増加している

ことから、その要因についてただしたのに対し、委託

料は年間711万4,000円から892万5,000円に増加した要

因として、当初の想定以上の利用者があったことから、

管理経費が増加しており、これまでの実績に基づき積

算した上で申請されたことによるものであるとの答弁

がありました。 

 次に、施設の利用状況から、公民館利用者との類似

が多く見られ、利用料について公民館との整合性を検

討していくべきではないかとただしたのに対し、利用

料を徴収する自治体もあるが、当市においては条例設

置時に利用料を徴収しない施設としたところであるが、

現状は施設の設置目的である働く青少年の利用より、

それ以外の利用が多くみられることから、今後状況等

調査を行い、検討してまいりたいとの答弁がありまし
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た。 

 そのほか、国の事業仕分けによる当施設への影響等

について質疑、答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第９号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 次に、請願受理第29号「ＴＰＰへの参加に反対する

請願」及び請願受理第30号「ＴＰＰ交渉に関する請

願」について申し上げます。 

 両請願は、相互に関連することから、一括審査を行

ったところであります。 

 請願受理第29号は、ＴＰＰに参加しないことを政府

及び関係機関に意見書を提出してほしいというもの、

請願受理第30号はＴＰＰ交渉について、日本の食と農、

そして地域経済が犠牲を強いられ、他との分野とのバ

ランスを欠く協定締結には断固反対することを国に対

して意見書を提出してほしいというものであります。 

 以下、主な意見について申し上げます。 

 まず、ＴＰＰ問題は唐突に出てきた問題で、国民に

説明もされていない状況で、早急に結論を出すべきで

はないという意見、国においても方針が定まっていな

い状況であることから、継続して審査すべきではない

かという意見、他の産業で吸収できれば、逆にメリッ

トがある部分もあるのではないかという意見、地元の

立場に立って考えた場合、まさに地方は大打撃を受け、

すべての農林漁業が壊滅的な打撃につながることから、

採択すべきであるとの意見等が述べられたところであ

ります。 

 委員会では、両請願の違い、その解釈等について慎

重に審査したところであります。 

 終局において請願趣旨については、ほぼ同じものと

考えられるところから、請願事項を参酌し、採択・趣

旨採択の方向で意見の一致を見たところであります。 

 まず、請願受理第29号は、採決の結果、全員異議な

く趣旨採択とすべきものと決しました。 

 次に、請願受理第30号は、採決の結果、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31号「過剰米対策に関する請願」

について申し上げます。 

 本請願は、米戸別所得補償制度の安定運営のため、

緊急の対策として政府買い入れによる相当量の棚上げ

備蓄を実施し、市場の過剰感を一掃すること、需給と

価格の安定を図るという食料法の規定に基づき、過剰

米を国が責任をもって市場を隔離する、需給調整対策

を恒久的な制度として確立・実施すること、以上につ

いて、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、過剰米についてはすべての農家に

影響するもので、この請願は採択すべきとの意見が述

べられたところであります。 

 採決の結果、請願受理第31号は全員異議なく採択す

べきものと決しました。 

 以上で、付託されました７件のうち、６件について

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。17番、小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  １点お尋ねいたします。 

 請願受理29号、私も紹介議員の一人としてお願いを

したわけですけれども、この委員長報告では、29号に

ついては趣旨採択、30号については採択ということで、

改めてこの両請願を見てるわけですけども、基本的に

はその違いがどこにあるのかという点ですよね。しい

て言えば、30号にはこの他の分野とのバランスを欠く

協定締結、いわゆるバランス論、しいて上げれば、だ

と思うんです。ところが、このバランス論で言えば、

今これを進めようとしている政府自身もバランスを、

いわゆる両方成り立つようにバランスをとって進める

んだということを盛んに言ってるわけですね。しかし、

実際問題としては、このバランス論は成り立たないと

いうことを、この30号では触れてるわけですよね。 

 そこで委員長にお尋ねいたしますが、この趣旨採択

と採択との違い、なぜそうなったのか、それを教えて

いただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  12番、澤里富雄君。 

○産業経済常任委員長（澤里富雄君）  先ほどの委員

長報告でも申し上げましたとおり、一つは地元という

か、地方の農業に関しては30号のほうですか、これは

相当きついというような意見が委員の中から出された

ところであります。 

 それで、バランスを欠くというのがさまざまな経済

的な要素とか、そういうのを考えた場合というような

意見が出されたところであります。 

 それから、もう一方のほうは断固反対ということで

ありましたけども、これはそのバランスという点を考

えた場合、断固反対というようなことにはいかないの
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ではないかというような意見が出されたことから、こ

ういう採決となったと思っております。 

○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。まず議案第７号、議案第

８号及び議案第９号、以上３件の「指定管理者の指定

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７号、議案第８号及び議案第９号は原案の

とおり可決されました。 

 次に、請願受理第29号「ＴＰＰへの参加に反対する

請願」は、委員長の報告のとおり趣旨採択とすること

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、請願受理第29号は趣旨採択と決定いたしました。 

 次に、請願受理第30号「ＴＰＰ交渉に関する請願」

及び請願受理第31号「過剰米対策に関する請願」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）  ご異議なしと認めます。よっ

て、請願受理第30号及び請願受理第31号は採択と決定

いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第10号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第３、議案第10号「指定

管理者の指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。 

 この際、地方自治法第117条の規定により、上山昭

彦君の退席を求めます。 

    〔３番上山昭彦君退席〕 

○議長（宮澤憲司君）  澤里産業経済委員長。 

    〔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）  議案第10号

「指定管理者の指定に関し議決を求めることについ

て」申し上げます。 

 本案は、久慈市観光交流センターの指定管理者に

「社団法人久慈市観光物産協会」を平成23年４月１日

から平成28年３月31日までの期間、指定しようとする

ものであります。 

 また、当局から選定方法は一般公募、指定期間は再

指定であることから５年としようとするものであると

の説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、申請が久慈市観光物産協会と株式会社街の

駅・久慈との共同提案となっているが、その経緯につ

いてただしたのに対し、観光交流センターについては

市が建設して、指定管理により管理運営しており、物

産館については、街の駅・久慈が建設し管理運営して

いるものであるが、共同による自主事業の実施、一体

で施設管理することにより、維持管理経費の節減が図

られることから、共同提案となったものであるとの答

弁がありました。 

 次に、指定管理委託料がこれまでより増加となって

いるが、その要因についてただしたのに対し、これま

でに比べ年間約150万円程度の増加となっているが、

初の積算において見込んでいなかった繁忙期の交通

整理員・除雪経費等、３年間の実績により積算された

ものであること、また、新たに県立病院跡地の駐車場

管理による経費増となっているとの答弁がありました。 

 次に、山車創作体験館の利活用に関し、山車の製作

現場を観光客に紹介することにより、さらに観光価値

が上がるのではないかとただしたのに対し、山車創作

体験館については、観光客が自由に見学・体験ができ

るという当初のコンセプトであったが、山車製作過程

における管理の問題、人員の常時配置が困難な状況で

あることなどから、当初の目的どおりの活用状況とは

なっていないが、指定管理者の工夫によりＰＲや観光

客の案内等が行われており、今後さらに多くの観光客

に対応できる体制づくりがなされるよう、指導してま

いりたいとの答弁がありました。 

 その他、駐車場の確保、イベントに対する市の支援

等について質疑、答弁がかわされたところであります。 

 採決の結果、議案第10号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 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。 
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    〔「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10号「指定管理者の指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10号は原案のとおり可決されました。 

 上山昭彦君の入場を許します。 

    〔３番上山昭彦君着席〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第11号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第４、議案第11号「市道

路線の変更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ました議案１件について、去る

12月10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、委員会では議案の審査に先立ち、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「市道路線の変更に関し議決

を求めることについて」申し上げます。 

 本案は、都市計画道路下長内旭町線として整備を進

めている路線の、今年度中の全線完成予定に伴い、現

在の市道下長内田屋線の終点を、田屋町第１地割39番

２地先から、旭町第９地割41番１地先へ変更するとと

もに、路線名を終点の地名に合わせ、市道下長内旭町

線に変更しようとするものであります。 

 審査に当たり当局から、全線完成により本路線の全

体延長は1,401.3メートルとなり、道路幅員は16メー

トルである。 

 また、本路線は市道広美町海岸線から県立久慈病院

や福祉の村等へのアクセス道路として、多くの住民の

利用が見込まれ、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、まず市道に設置される街路灯にＬＥ

Ｄ照明を採用するのかとただしたのに対し、ＬＥＤ照

明は明るさ等にまだ技術的な課題があり、維持管理、

コスト等を比較してナトリウム灯の設置を予定してい

るとの答弁がありました。 

 次に、街路樹の植栽には何を予定しているのかとた

だしたのに対し、見通しの妨げにならないよう、また

街路灯の照明をさえぎらないよう、ツツジを中心に高

低木を、その本数にも考慮しながら植えたいと考えて

いるとの答弁がありました。 

 次に、交通量の増加が予想されることに伴い、交通

事故等の予測・防止への対応についてただしたのに対

し、県立久慈病院等もあること、また路線バスの運行

路線にも予定されていることから、交通量の増加が予

想されると考えており、交差点付近での事故防止を図

るため、現在、その方策について久慈警察署と協議を

進めている段階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「市道路線の変更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５ 議案第１号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第５、議案第１号「平成

22年度久慈市一般会計補正予算（第３号）」を議題と

いたします。 

 議案の審議方法についてお諮りいたします。 

 第１条歳入歳出予算の補正については、歳入歳出と
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もそれぞれ款ごとに、他の各条については条ごとに説

明を受け、審議を行うことにしたいと思います。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、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入、９款地方交付税

説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは、事項別明細書

によりご説明申し上げます。 

 12ページとなります。９款１項１目地方交付税であ

りますが、普通交付税に5,500万7,000円の増額を計上

いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 13款国庫支出金、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  13款国庫支出金、１項国

庫負担金でありますが、１目民生費負担金は実績見込

みにより、障害者自立支援給付費2,528万6,000円の増

額、２目災害復旧費負担金は、市道長久保線の路肩崩

落に伴い、土木施設災害復旧負担金141万6,000円を計

上、この項は合わせて2,670万2,000円の増額を計上。 

 ２項国庫補助金でありますが、１目総務費補助金は、

辺地共聴施設整備事業4,153万8,000円の増額、３目衛

生費補助金は実績見込みにより、浄化槽設置整備事業

101万1,000円の増額、４目土木費補助金は、実績見込

みにより道路新設改良事業520万1,000円の増、外３件

の減、合わせて2,343万3,000円の減額。この項は合わ

せて1,911万6,000円の増額を計上。 

 ３項委託金でありますが、２目民生費委託金は電算

システムの更新に伴う国民年金事務148万4,000円の増、

外１件の増。この項は合わせて150万1,000円の増額を

計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 14款県支出金、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  14款県支出金、１項県負

担金でありますが、１目民生費負担金は、障害者自立

支援給付費1,264万3,000円の増額を計上。 

 ２項県補助金でありますが、１目総務費補助金は消

費生活センター設置工事に係る消費者行政活性化事業

費補助金321万6,000円の増額。２目民生費補助金は、

介護サービス施設整備に伴い、介護サービス施設等整

備臨時特例事業5,250万円の増、外２件の増。合わせ

て5,352万2,000円の増額。３目衛生費補助金は、浄化

槽設置整備事業101万円の増額。４目労働費補助金は、

実績見込みにより緊急雇用創出事業32万9,000円の減、

外１件の増。合わせて130万6,000円の増額を計上。５

目農林水産業費補助金は、今夏の猛暑によるホウレン

ソウ被害に係る農作物災害復旧対策事業49万3,000円

の増、外１件の増、２件の減。合わせて576万8,000円

の減額。 

 14ページとなります。この項は、合わせて5,328万

6,000円の増額を計上。 

 ３項委託金でありますが、１目総務費委託金は元気

なコミュニティ倍増計画モデル調査事業委託費36万

7,000円の増、外１件の減、合わせて51万9,000円の減

額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 18款繰越金、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  18款１項１目繰越金であ

りますが、前年度繰越金に9,206万2,000円の増額を計

上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 19款諸収入、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  19款諸収入、４項４目雑

入でありますが、山根町内の国有林に係る部分林民収

分代金155万4,000円の増、外１件の増、合わせて188

万5,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 20款市債、説明を求めます。菅原総務部長。 
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○総務部長（菅原慶一君）  20款１項市債であります

が、２目農林水産業債は、事業費の確定見込みにより、

農道等整備事業債80万円の減、外１件の減、合わせて

750万円の減額。４目土木債は、事業費の確定見込み

により道路整備事業債400万円の増、外３件の減、合

わせて4,187万8,000円の減額。７目衛生債は、火葬場

施設整備事業債6,280万円を計上。８目災害復旧債は、

市道長久保線の路肩崩落に伴い、現年発生補助災害復

旧事業債90万円を計上。この項は、合わせて1,432万

2,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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、歳出に入ります。給与費明細書及び２款総務

費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  それでは、 初に給与費

等について、補正予算給与費明細書によりご説明申し

上げます。 

 28ページをご覧願いたいと思います。特別職であり

ますが、表の一番下の比較の欄でご説明申し上げます。 

 その他の特別職は４名の増、報酬24万6,000円の増

となりますが、これは久慈市総合計画後期基本計画策

定検討委員会委員及び基幹統計調査員の増などによる

ものであります。 

 それでは、前に戻っていただいて16ページをお願い

いたします。２款総務費１項総務管理費でありますが、

１目一般管理費は実績見込みにより産休、病休代替等

臨時職員賃金及び共済費1,863万5,000円の増、外１件

の増。合わせて6,104万6,000円の増額。２目文書広報

費は、文書事務経費470万円の増、外１件の増、合わ

せて635万4,000円の増額。５目財産管理費は、来庁者

用喫煙室設置工事等に伴い、庁舎維持管理費668万

6,000円の増、外１件の増、合わせて718万6,000円の

増額。６目企画費は、市道の法面崩落に伴う回線修繕

費の増により、夢ネット事業費152万4,000円の増、外

３件の増、２件の減、２件の組み替え、合わせて

5,499万円の増額。９目諸費は、消費生活センター設

置工事に係る消費者行政推進事務経費331万6,000円の

増額。この項は、合わせて１億3,289万2,000円の増額

を計上。 

 ２項徴税費でありますが、２目賦課徴収費は実績見

込みにより市県民税等付加経費30万4,000円の増額、

外１件の組み替えを計上。 

 ５項統計調査費でありますが、２目基幹統計費は実

績見込みにより基幹統計調査経費88万1,000円の減額

を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を許します。17番小野寺

勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  失礼しました。１点だけお

聞かせください。地デジ問題です。5,400万ほどの事

業費とってますが、これの共聴施設かと思うんですが、

その設置箇所、箇所名と、それからこの結果、いわゆ

る地デジの受信可能世帯率、どの程度までなる見込み

なのか、その点お聞かせください。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  これにつきましては、

さまざまな共聴施設進行途中でございますので、実は

９月議会でも15地区ほどの共聴を予算化していただき

ました。そこのところでも出入りがありまして、現在

のところ今回の分は12月補正については、10地区分に

ついて予算計上させていただいておりますが、経費等

の増減がありましたので、そこのところは９月議会分

と今回の分と入れ乱れてるということで、ご承知おき

願いたいと思います。 

 ですから、今から申し上げます地区については、９

月議会でも申し上げた部分があろうかと思いますが、

ご了承いただきたいと思います。 

 宇部町の日向、それから川原屋敷、山根町の保礼羅、

小久慈町の日吉、横合、誂子、古山、大川目町の馬内、

山根町の村井千足、山形町の岡堀という10地区を追加

して今回の予算計上ということになっております。 

 ただ、事業費等については、いろいろ出し入れがあ

りますので、ご了承いただきたいと思います。 

 また、受信可能率というんですか、普及率と申しま

すか、それにつきましては、先日全国とか県のレベル

での地デジ化率っていうんですか、その浸透率調査結

果が出ておりますが、久慈市そのものとしては、確た

るものは持ってないところでございますので、そこの

ところを念頭に置きながら、数字を述べさせていただ

きたいと思います。 

 全国レベルといいますと、22年６月調査で90.3％が

全国レベルだというふうに言われておりますし、県で
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は89.5％ということで、前回46位から29位まで上がっ

たというふうに言われております。ただ、久慈市の分

につきましては、これ調査したわけですが、なかなか

個々に調査したところでございますけれども、つかみ

きれないところがありまして、約８月30日現在で33％

ぐらいかなというふうに考えておりますが、実際問題

もう少しこれは率は上っているということととらえて

おります。 

 と申しますのも、逆算しても今回の共聴設備の関係

で不感地域、受信ができない地域ということで、今

1,254世帯までふえているという実情がございまして、

ここだけであれば相当いい、逆算でいけば、いい数値

は出てくると思いますが、実はここのところでもまだ

まだこれから受信できないという世帯が多く出てくる

だろうというふうに予測しておりますので、この実態

については、なかなかつかみきれないのが正直なとこ

ろでございます。 

 これにつきましては、今後とも来年の７月に向けて、

周知活動というのか、その対応については、私どもの

ほうでは努めてまいりたい、こういうふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  今庁舎維持管理について、来

庁者用の喫煙室を整備するような今説明があったんで

すが、私は従来から申し上げてるんですけども、いわ

ゆる喫煙室、職員、あるいは今言った来庁者も含めて

そうですけども、施設全体としてもう吸えなくなる状

況が出てきてる中で、きちんとやっぱり吸う場所を保

障するというのはやっぱり必要だということから、私

は前から言ってるとこですけども、ただ今現在庁舎外、

外で吸ってる職員もいますし、寒さが厳しくなるって

いう中で、どうしても吸いたいっていうことからそう

いった状況が起きてると思うんですけども、やはりそ

ういったことから体調を崩すということもありますの

で、そういった意味では本当にきちんと整備するので

あれば整備するとか、この辺の内容についてもう少し

どういう状況のものをつくって、だれがそこで吸える

のかというあたりも含めて、きちんと答弁いただきた

いんですが。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  この問題につきましては、

国の指導等もございますけれども、いずれかねてより

私どもいろいろ検討してまいりました。それで、現在

今考えておりますのは、いずれそこに入っても堂々と

吸えるというか、お客さん用ですので、市民ホールの

ところにまず１カ所考えております。それから、議会

棟の入り口にも１カ所、それから、３階等にも会議室

がございますので、来客用のところにまた完全分煙式

のことでまず１カ所を今考えておるところでございま

す。 

 それで、来客用ということを中心に考えております

けれども、職員についても休憩時間についてはそれら

は利用させていただきたいと、そういうふうに考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 ３款民生費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  18ページになります。３

款民生費１項社会福祉費でありますが、１目社会福祉

総務費は実績見込みにより、乳幼児、小学生、妊産婦

及び重度心身障害者医療費給付費事業16万6,000円の

増、外３件の増、合わせて5,217万3,000円の増額。２

目老人福祉費は、介護サービス施設等整備臨時特例事

業費補助金5,775万円の増額。３目国民年金費は、国

民年金事務費16万9,000円の増額、この項は合わせて

１億1,009万2,000円の増額を計上。 

 ２項児童福祉費でありますが、１目児童福祉総務費

は実績見込みにより、代替保育士等臨時職員賃金及び

共済費710万4,000円の増、外３件の増、合わせて807

万7,000円の増額。２目児童福祉運営費は、民間保育

所産休代替職員費補助金75万7,000円の増額。この項

は、合わせて883万4,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 ４款衛生費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ４款衛生費１項保健衛生

費でありますが、１目保健衛生総務費は久慈広域連合

火葬負担金6,620万3,000円の増額、４目環境衛生費は、

実績見込みにより浄化槽設置整備事業費334万1,000円

の増額。この項は、合わせて6,954万4,000円の増額を

計上。 



－137－ 

 20ページになります。２項清掃費でありますが、１

目清掃総務費は実績見込みにより一般廃棄物適正処理

推進事業費209万1,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を許します。17番小野寺

勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  火葬場問題についてたびた

びで恐縮ですが、３点お聞かせください。 

 一つは、一般質問でも触れた比較検討表にかかわっ

て、現在の大川目町の現在地、それの拡張検討の中で

の土地評価額、造成費の比較検討がないということを

一般質問でも触れましたが、末﨑副市長さんは知らな

いという答弁でしたね。補正予算を計上されておりま

すが、改めてお聞かせをいただきたい。 

 第２点、この候補地の選定に当たっては、広域連合

の火葬場整備基本構想によると、公正な適地の選定の

項で火葬場用地の選定に当たっては、構成市町村から

の推薦候補地を中心に、いろいろ検討して選定すると

いうふうにうたわれております。 

 そこで、北野付近の宮城建設の野球場がどこの自治

体から、あるいはどこから推薦されたのかお聞かせく

ださい。２点目。 

 ３点目は、答弁にもありましたように、昨年の12月

17日の部課長会議ですか、担当課長会議ですか、の中

で改めて比較検討するのは必要だと、民有地も上げた

いということで、作業が新たに始まったという答弁を

いただきました。 

 その前段に、連合が久慈市に選定を依頼をして、４

カ所推薦申し上げた、連合に。そうしたらば、連合か

らさらに絞り込んでほしいということで、連合も加わ

っていろいろ精査検討した結果、その現在地の大川目

町をご推薦申し上げた。絞り込んだんですよ、一旦。

それをさらに比較するものが必要だと、これは自己矛

盾じゃないですか。支離滅裂とまではいかなくても、

絞り込んで１カ所にしたと。さらに比較するのが必要

だと、これはどういうことですか。以上３点、お聞か

せください。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  まず、１番目の大川

目拡張のときの比較というお話でございますが、久慈

広域連合からお聞きしているのは、候補地の比較検討

段階では、その不動産鑑定評価額、あるいは大川目の

場合については、平成３年に待合室等の整備というこ

とで買収したようでございますが、そのときの単価１

平方メートル当たり3,925円というような単価を伺っ

ているところでございます。 

 それから、候補地、球場跡地についてどこから推薦

があったのかということでございますが、これについ

ては久慈市から１カ所、 優先適地ということで推薦

した後に、その比較検討するために連合事務局のほう

で現地を踏査したり図面を見たり、その中で候補地と

して出てきたということでございます。 

 それから、３番目の担当部課長会議で21年12月17日

に開催されておりますけども、この４カ所を推薦した

後に、その連合では久慈市から 優先適地として１カ

所の推薦があったということの報告が、部課長会議に

ございまして、今後 優先適地の報告があったという

ことを受けまして、連合ではその比較検討する部分が

ないということで、今後民地を中心に検討しますよと

いうことの了解を、この部課長会議で行ったところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  今の答弁で、 優先

適地と申しましたが、「 」は入りません、優先適地

でございます。訂正しておわび申し上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  同じく火葬場負担金にかかわ

る問題ですが、土地の購入全体の面積と、それから単

価のことを再確認の意味でお伺いします。 

 それから、この負担金の中で購入費用以外の分もこ

こにあろうかと思うんですが、それらの内容について

お伺いします。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  単価でございますが、

3,990円×１万6,000平方メートルということで、合計

１億1,340万のうち、久慈市負担分が59.46％というこ

とで、6,620万3,000円となってございます。 

 それから、内訳でございます。この１億1,134万円

の内訳でございますが、測量土質調査等で4,550万円、

用地取得費は6,384万円、補償費として200万円となっ

てございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ９番小倉建一君。 
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○９番（小倉建一君）  何日か前の広域連合の説明会

に出席したわけですが、その中で市から推薦した４カ

所のうちの、工業団地については、県のほうとの協議

等もあって、非常にここは難しいところだよというよ

うな説明もありました。 

 そこで、これまでの４カ所を推薦してほしいと連合

のほうから依頼があって、久慈市で４カ所推薦をした。

そして、その後に１カ所に絞ってほしいという依頼が

あって、１カ所に絞ったという経過があるわけですが、

その経過について市の選定の段取り等について、詳し

くお知らせ願いたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  ４カ所を推薦して、

絞ってほしいということではなくて、大変失礼しまし

た。先ほどの答弁でも舌足らずの答弁になりましたが、

４カ所を推薦いたしました。その後、連合との協議の

中で、優先順位をつけてほしいという口頭での申し入

れを受けまして、そのことを受けまして内部で検討を

いたしまして、市内部でございます。そこのところは

連合と協議してることではございません。 

 そして、市の内部で検討しまして、その優先適地１

カ所を推薦申し上げたということでございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  その前段の４カ所を絞るに当

たっての事務的な段取り等についてお伺いしたいと思

いましたが、そこもお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  ４カ所を絞るに当た

りましては、担当部のほうで図面なり、その現地を見

ながら連合から示された条件に合うような場所という

ことで、この４カ所を推薦申し上げたということでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  そうしますと、４カ所を選定

するに当たっては、庁議等を経てるかどうか確認した

いと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  ４カ所推薦するに当

たりましては、市内部で検討して４カ所を推薦したと。

その後に、連合とは種々協議をしながらいろいろ検討

してきたということでございます。 

 主体的には市が４カ所について連合とも前段ではそ

れぞれ協議もありましたけれども、決定は市内部で決

定して、推薦申し上げたということでございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ２番山田光君。 

○２番（山田光君）  なんかこの問題については、な

んか 優先とか優先とかって、いまここにきてまだ

優先とか優先とかって言葉を使うんですか。 優先じ

ゃないですか、これ。そうじゃないですか。確認なん

ですけども、 優先なら 優先でもいいじゃないです

か、ここはもう。ここの段階に来てまだ優先とか優先

順位とか言い回しをしてますけども、市民は我々もそ

うなんですけども、どうもまだ大丈夫なのかという期

待をもたせることになる。今ここにきてると、 優先

は宮城建設でいいんじゃないんですか、それで。そう

いう気がしますが、どうなんですか。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ただいまのは、我々が優先適

地と言ってるのは、経緯の中でそういう言葉を使って

きたと、こういうことでありますので、ご理解をいた

だきます。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  優先適地を市長名で連合長に

あげてますよね。その優先適地を 終決定をして、あ

げるときに庁議にかけてないという、かけたか、かけ

てないかという質問に答弁ないんですが、庁議に諮っ

た上で市長名で報告したことになってるのかが１点。 

 それから、取得面積ずっと１万6,000平方メートル

と言ってるんですが、当時は１万9,000という話もし

てきたし、この予算でいうと１万6,000平方メートル

の予算なのか。説明を聞いたところによると、今１万

6,000平方メートルを買うのは30年後にまた改築する

ときに使いながらやれるからっていうような話も聞い

てますけども、そういうさっきの話を含めた形で１万

6,000平方メートルなのかお聞かせください。 

 それから、これは連合でも話が出て、連合では１万

9,000平方メートルの話になって、あの裏側に沢があ

って、矢板でとまってると。あの矢板をとっぱらえば、

あの野球場が崩壊するっていう状況があるわけですよ

ね。私は連合の議員をやらせていただいておりますか

ら、議会の質問の中であそこも全部買うのかと。しか

も、牧野組合との例の比較表では、法面施工に4,000

万ぐらいかかるという数字が出てますよね。その後そ
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ういう質問をしたら、「いや、分筆して１万6,000買

います」というふうな答弁があってます。 

 しかし、土はつながってるわけですよね。分筆して

図面上買ったとしても、あの矢板を打った沢は現存す

るわけですよ。そうしますと、１万9,000何がしのう

ちから１万6,000平方メートル買って、その法面は買

いませんよと。その法面の管理については、地主の宮

城建設が未来永劫やるということでの売買になるのか、

お聞かせいただきたい。その点まずお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  庁議にかけてるかと

いうことでございますが、庁議にはかけておりません。

これについては、関係部局等への合議を行いまして、

決裁で決定になっているというものでございます。 

 それから、矢板といいますか、法面の管理の関係で

ございますが、これについては連合議会でもお答えし

てるようですが、未来永劫地主が変わるかどうかとい

うことについては、現時点では保証できないというこ

とで聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  といいますのは、今の点につ

いて言うと 初の件ですが、庁議はかけてないけど、

決裁文書は回ってるはずだということで上げてるんだ

ということですが、しかし、市民の大事な施設で、庁

内でも担当だけで終わってる状況があって、多くの市

民が全く知らないまま、ついこの間まで続いてきてい

るわけですよ。 

 本当に大事な施設を、しかも38年間生出町の皆さん

にはお世話になっておきながら、一言もありがとうも

言わないまま検討に入って、もう新たなところに決め

てから12日に入ったそうですけども、本当に行政のや

り方として極めてやり方が逆ではないでしょうか。私

はそう思います。少なくともああいう迷惑なといいま

すか、だれも使うんだけども、しかし好んで来てほし

いという施設ではありません。 

 しかし、昭和46年からですか、38年間も使ってきて、

使わせてもらってきて、一言もないまま改築の場所を

選定し始めて、しかも決まってからのこのこ行って、

申し訳なかったと言ったそうですけども、そこには連

合長は行かなかったそうですが、やっぱりきちんと対

応すべきなのが行政のやり方だし、市民からの信頼を

得るやり方をやっぱりすべきじゃないかというふうに

思うんです。その点でのやはり行政のあり方について

は、私は非常に疑問を持ってるんですが、どのような

見解をお持ちなのかお聞かせてください。 

 もう一つは、未来永劫どうなるかわからないってい

うんでしょ。やっぱりそうなんですよ。土地の問題で

すからね。宮城さんの立場で言えば、１万9,000みん

な買ってもらいたいと思ってるんですよ、私は。私が

地主ならそうしますよ。それをああいう危険な場所に

あって、あれが取っ払われれば、国道からは平場に見

えますけど、あの矢板が壊れれば、一日としてあそこ

は平場じゃないんですよ。 

 そういう場所に建物を建てるっていうことですから、

大変なことだなというふうに。私はあの球場をつくる

にの開発行為とかさまざまやってますかって、役所を

通じてお聞きしましたら、開発行為も出てません、要

りませんと。 

 それは何でかっていうと、建物を建てないからだそ

うですね。あれであそこに建物を建てるといったら、

それなりの規制が入ったでしょうけども、いわゆる単

なるせいぜいバックネット程度、そして観覧席もない

土手だというか、ああいう状況の中での単なる平場と

いうことでなかったそうですが、これから建物を建て

るということの中で、ああいう大きな沢を控えて、今

後はどうなるかわかりませんという答弁でいいのかと

いうあたりですが、いずれ連合では１万6,000平米分

筆して買いますと言ってますよ。そういうことで、そ

の分担金の分賦金がきていると思うんですが、そうな

んですか、お聞かせください。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  ただいまのこの火葬場の建

設についてでございますけども、まず面積については、

１万6,000平米の予算を組んでおるので、その分担金

を分賦金として久慈市で措置願いたいということで、

今予算を計上してるものでございます。 

 それから、地域住民に対する説明といいますか、そ

ういったことにつきましては、もちろん今度予定をし

ておりますその宮城建設の球場、それから、これまで

お世話になっております大川目地区の地域の皆様、そ

の方々にはきちんと説明をして、誠意を尽くすように

ということについては、今までも申しておりますが、

改めて広域連合のほうにはお話をしたいと思います。 
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 また、その新しい宮城球場についての法面の崩壊の

リスクがあるんじゃないかということでございますが、

そういったことのないように、万全を期すように連合

のほうにはしっかりと申したいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款農林水産業費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ６款農林水産業費、１項

農業費でありますが、２目農業総務費は暖房機器の更

新により、農村環境改善センター等維持管理費16万

7,000円の増。３目農業振興費は、ホウレンソウ被害

に係る農作物災害復旧対策事業費補助金98万7,000円

の増額。５目農地費は、組み替えのため補正額の増減

はございません。この項は、合わせて115万4,000円の

増額を計上。 

 ２項林業費でありますが、２目林業振興費は、山根

町内の国有林に係る部分林分収交付金136万円の増額

を計上。 

 ３項水産業費でありますが、１目水産業総務費は事

業費の確定見込みにより、市債管理基金積立金78万

9,000円の増額。４目漁港建設費は、事業費の確定見

込みにより漁港整備事業費補助1,422万円の減額。こ

の項は、合わせて1,343万1,000円の減額を計上いたし

ました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 ７款商工費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ７款１項商工費でありま

すが、２目商工業振興費は、街なか観光誘客事業費24

万円の増額。 

 22ページになります。３目観光費は、平庭山荘非常

用照明器具修繕等の増により、観光施設維持管理費59

万3,000円の増、外２件の増、２件の減、合わせて134

万8,000円の増額。４目地下水族科学館費は、建築物

定期調査委託料の増により、地下水族科学館維持管理

費77万9,000円の増額。この項は、合わせて236万

7,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 ８款土木費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ８款土木費、２項道路橋

梁費でありますが、２目道路維持費は小型除雪機購入

に係る道路維持補修経費82万1,000円の増、外１件の

減、１件の組み替え。合わせて973万3,000円の減額。 

 ３目道路新設改良費は、道路新設改良事業費補助

945万7,000円の増額、外１件の組み替えを計上。この

項は、合わせて27万6,000円の減額を計上。５項都市

計画費でありますが、１目都市計画総務費は実績見込

みにより建築住宅総務事務費17万8,000円の減額。２

目街路事業費は下長内旭町線に係る委託工事費精算見

込みにより、6,304万4,000円の減額。３目公共下水道

費は、公共下水道水洗化促進事業費60万円の減額。こ

の項は、合わせて6,382万2,000円の減額を計上。 

 ６項住宅費でありますが、１目住宅管理費は市営住

宅修繕費の増により、住宅維持管理費164万7,000円の

増額。 

 24ページとなります。２目住宅建設費は、実績見込

みにより市営住宅整備事業費170万円の減額。この項

は合わせて５万3,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 ９款消防費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ９款１項消防費でありま

すが、５目災害対策費は、実績見込みにより防災行政

無線受信状況調査事業費31万3,000円の減額を計上い

たしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 10款教育費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  10款教育費、１項教育総

務費でありますが、５目教育研究指導費は教科書改訂

に伴う教師用教科書指導書購入経費1,704万9,000円の

増、外１件の減。この項は、合わせて1,604万9,000円

の増額を計上。 

 ２項小学校費でありますが、１目学校管理費は燃料

費の増により、学校管理経費114万5,000円の増額を計
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上。 

 ３項中学校費でありますが、１目学校管理費は燃料

費の増により学校管理経費19万7,000円の増、外１件

の増。この項は、合わせて292万7,000円の増額を計上。 

 ４項社会教育費でありますが、１目社会教育総務費

は子ども読書プラン策定委員会開催の増により、社会

教育委員報酬６万円の増。外２件の増、２件の組み替

え。合わせて59万6,000円の増額。 

 26ページになります。３目図書館費は、図書館協議

会開催の増により、図書館協議会委員報酬１万1,000

円の増、外１件の増。合わせて１万3,000円の増額。

４目文化会館費は、燃料費の増により文化会館運営管

理費204万円の増額、外１件の組み替えを計上。５目

三船十段記念館費は、水道管修繕工事の増により、三

船十段記念館運営管理費86万5,000の増額。この項は、

合わせて351万4,000円の増額を計上。 

 ５項保健体育費でありますが、１目保健体育総務費

は車両修繕費の増により、スポーツ振興号管理経費40

万円の増、外１件の減、１件の組み替え、合わせて54

万円の減額。２目体育施設費は組み替えのため、補正

額の増減はございません。この項は、合わせて54万円

の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を許します。１番梶谷武

由君。 

○１番（梶谷武由君）  教育総務費にかかわるここの

部分だと思うんですが、繋小学校が今年度末で閉校に

なるということなわけですが、この閉校に伴う事業等

が行われないのか、これまでの例だと、それらの事業

へ対する予算措置がされていたんですが、どのように

考えているのかをお伺いします。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  繋小学校に対する閉校事

業の補助金につきましては、今回の補正では計上して

おらないわけでございます。これにつきましては、こ

れから地区に入りまして、その事業内容、これからつ

くると、計画するというふうに伺っておりますので、

それを見てからの補正になるということでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 11款災害復旧費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  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

費は、市道長久保線の路肩崩落に伴い、現年発生補助

災害復旧事業費234万8,000円の増、外１件の増、合わ

せて304万8,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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、第２条債務負担行為の補正、説明を求めます。

菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  第２条債務負担行為の補

正につきましては、表によりご説明申し上げます。４

ページをお開き願います。 

 第２表債務負担行為補正でありますが、路線バス運

行事業外７件について、表のとおり期間及び限度額を

定めようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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、第３条地方債の補正、説明を求めます。菅原

総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  第３条地方債の補正につ

きましても、表によりご説明申し上げます。６ページ、

７ページになります。 

 第３表地方債補正でありますが、歳出予算に関連し

て火葬場施設整備事業外１件を追加するとともに、農

道等整備事業外５件について表のとおり限度額を変更

しようとするものでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に、小野寺勝也君外３名から本案に対する修正の

動議が提出されております。 

 所定の発議者がありますので、修正の動議は成立し

ております。 

 修正案の配付のため暫時休憩をいたします。 

    午後２時59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   
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○議長（宮澤憲司君）  休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 議案第１号「平成22年度久慈市一般会計補正予算

（第３号）」の修正案に関し、提出者の説明を求めま

す。小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  提出者の小野寺勝也、梶谷

武由議員、木ノ下祐治議員、城内仲悦議員を代表して

私から議案第１号「平成22年度久慈市一般会計補正予

算（第３号）」の修正案についてご説明申し上げます。

まず、修正の内容でありますが、久慈地区火葬場の建

設場所について、これまでもるる審議してまいりまし

たが、なぜ侍浜町北野付近の宮城建設の野球場なのか、

予算の効率的な執行が求められるのに、比較表にはな

ぜ土地の評価額、造成費の比較表がないのか。久慈市

が久慈広域連合からの依頼を受けて、庁内で鋭意検討

した結果、優先適地として推薦した大川目町生出町の

現在地がどのように検討され、だめになったのかを含

め、事務処理上に脈絡が認められないことなど、いま

だに十分な説明責任が果たされていないことから、現

段階では拙速を避け、改めて時間をかけ住民も議会も、

理解と納得の得られる場所を選定してほしいというも

のであります。 

 そのために、本補正予算から久慈地区火葬場にかか

わる予算を歳入歳出から削除、減額しようとするもの

であります。 

 以下、その概要について申し述べます。 

 お手元の参考資料の１ページをお開き願います。第

１条歳入歳出予算の総額は、原案から歳入歳出それぞ

れ6,620万3,000円を減額し、２億980万2,000円を追加

をし、歳入歳出予算の総額をそれぞれ196億2,754万

4,000円にしようとするものです。 

 ２ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補

正ですが、歳入につきましては、18款繰越金、１項繰

越金340万3,000円を減額をし、8,865万9,000円に、20

款市債１項市債を6,280万減額し、マイナス4,847万

8,000円にしようとするものです。 

 次に、３ページ、歳出につきましては、４款衛生費、

１項保健衛生費を6,620万3,000円減額し、334万1,000

円にしようとするものです。 

 次に、参考資料14ページをごらんいただきたいと思

います。18款繰越金、１項繰越金ですが、340万3,000

円を減額し8,865万9,000円に、20款市債、１項市債、

７目衛生債ですが、6,280万を全額削除しようとする

ものです。 

 次に、18ページをお開きいただきたいと思います。

歳出ですが、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健

衛生総務費6,620万3,000円を全額削除しようとするも

のです。 

 次に、第３条地方債の補正ですが、６ページにお戻

りください。第３表地方債補正ですが、追加の火葬場

施設整備事業限度額6,280万円を全額削除しようとす

るものであります。 

 以上、修正案の提案理由の説明をいたしましたが、

議員各位のご理解とご賛同を切にお願いを申し上げま

して、説明といたします。 

○議長（宮澤憲司君）  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、討論の通告がありますので発言を許します。

１番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  「平成22年度久慈市一般会計

補正予算（第３号）」の修正案に賛成の立場で討論を

行います。 

 修正案の内容は、久慈地区火葬場改築に係る久慈広

域連合火葬負担金の削除を求めるものです。 

 久慈地区火葬場は老朽化し、改築が計画されました。

一般市民の多くの方も改築には賛成と思いますし、私

自身も改築すべきと思います。これまでの説明や議会

における一般質問への答弁等で、久慈広域連合が久慈

市に対し適地の推薦を依頼し、久慈市では４カ所を推

薦しました。さらに、優先的地はどこかと依頼があり、

現火葬場を候補地として推薦したとされています。 

 ここまではよいのですが、その後、久慈市が推薦し

た候補地以外の民間野球場が突如として出てきたわけ

です。推薦候補地以外を選定するのであれば、民間野

球場がどのような経過から出てきたのか、詳しく説明

をするべきと考えます。この経過をただしても、納得

できるような説明がありません。市民から尋ねられて

も、そのとき説明もできません。広域連合も久慈市も、

しっかりと説明責任を果たすべきと考えます。しっか

りと説明を行い、その後で予算のことについて議論す

べきと考えます。 

 このようなことから、補正予算の修正案に賛成いた

します。各議員の賛同をお願いして、私の賛成討論を
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終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  私は、ただいま提案されまし

た議案第１号「平成22年度一般会計補正予算（第３

号）」の修正案に賛成の討論をするものであります。 

 この間、明らかになった問題の第１は、久慈地区火

葬場が現在の大川目町生出町から侍浜町北野地区付近

の宮城建設野球場に移転するということが、地域住民

に十分な周知がされず、移転を知る住民もなぜ、何故

宮城建設野球場なのか、火葬場に通じる市道の拡幅工

事をやってるのではないかという声、反応が多いので

はないでしょうか。 

 だれしもが一度は世話になる施設です。ゆえに、関

係住民、市民の納得と理解を得る努力と時間が必要で

はないでしょうか。 

 問題の第２は、宮城建設野球場がいつ、どの段階で

なぜ浮上してきたのか、いまだもって説明がされてい

ないことです。事務経過を見ると、連合から久慈市に

対して場所選定の依頼があり、現在地の場所を含む４

カ所を推薦しました。その後、連合からさらに候補地

を絞ってほしい旨の要請があり、絞り込み作業が行わ

れ、 終的に平成21年11月10日にアクセス面において

難点があるが、総合的判断の結果、現在地が優先適地

として連合に回答しています。それが平成21年12月17

日の部課長会議の席上、比較するものが必要、民有地

をあげたいとなっています。 

 絞り込みをさせておいて、なぜ比較検討なのか。効

率性を考えれば、公有地を考えるのが常識。何故民有

地なのか全く語られていないのであります。 

 久慈市が庁内各部課の英知を絞って出した案が、連

合事務局に一蹴されるという事態、久慈市の行政能力

はこれほど不甲斐ないものなのでしょうか。広域連合

の行政能力がそれほど高いというのでしょうか。 

 平成21年10月17日の部課長会議以降、平成22年３月

までの間、一度も久慈市との協議がないまま、宮城建

設野球場を候補地として決定しているわけであります。 

 広域連合を組織する関係自治体との間に、悪しき先

例をつくったことになるのではないでしょうか。 

 問題の第３は、宮城建設野球場の取得面積が当初の

１万9,000平方メートルから１万6,000平方メートルに

縮小し、土どめ工事もしないことにしたことを思って

も、ここを候補地とする大義名分がなかったことを示

すものと言わざるを得ません。 

 問題の第４は、予算執行上の問題です。限られた財

源で効率的な予算執行をするのは、行政に携わる者の

務めであります。しかるに、いわば本命であった現在

地の拡張の土地の評価額、造成費の比較検討さえして

ない。その結果、高い買物をするのではないかという

疑問は、解消されておらないのであります。 

 現在地の活用を考えれば、用地取得面積は少なくて

済むわけであります。 

 問題の第５は、事務執行の流れ、整合性を説明でき

ないということは、何らかの作用が働いたのではない

かという疑問、疑惑を生じさせることであります。一

般質問、本日の予算審議でも、これらに対する説明責

任が果たされておりません。 

 以上のことから、現計画案を撤回すること、改築場

所については改めて検討を加え、みんなが理解と納得

がいく場所を選定することを強く訴えまして、修正案

賛成の討論といたします。議員各位のご賛同を心から

お願い申し上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  ほかに討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  討論を終了いたします。 

 それでは採決いたします。まず、議案第１号「平成

22年度一般会計補正予算（第３号）」に対する修正案

について採決いたします。 

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（宮澤憲司君）  起立少数であります。よって、

修正案は否決されました。 

 次に、原案について採決いたします。 

 議案第１号「平成22年度久慈市一般会計補正予算

（第３号）」は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（宮澤憲司君）  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されました。 

 この際、暫時休憩をいたします。再開は午後３時30

分といたします。 

    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30分   再開   

○議長（宮澤憲司君）  休憩前に引き続き会議を開き
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ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 議案第２号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第６、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３

号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は勘定ごと、歳入歳出別に説明を受け、審議を

行うことにしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、事業勘定、歳入、説明

を求めます。中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  それでは、議案第２

号について事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 まず、事業勘定でありますが、10、11ページをご覧

願います。２歳入でありますが、３款国庫支出金、２

項国庫補助金、１目財政調整交付金は、特別調整交付

金の国保連負担金分として627万1,000円の増額を計上

いたしました。 

 ５款１項１目療養給付費等交付金は、退職被保険者

等の療養給付費等の増加が見込まれることにより、

5,511万4,000円の増額を計上いたしました。 

 次に、10款１項１目繰越金は、前年度繰越金142万

3,000円の増額を計上いたしました。 

 次に、11款諸収入、２項５目雑入は、財源調整のた

め680万7,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 歳出、説明を求めます。中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  12、13ページをご覧

願います。３歳出でありますが、１款総務費１項総務

管理費１目一般管理費は、住基システム更新に係るシ

ステム改修費として360万4,000円の増額、２目連合会

負担金は、国保連のシステム 適化経費として627万

1,000円の増額を計上、この項合わせて987万5,000円

の増額を計上いたしました。 

 ２項徴税費１目賦課徴収費は、住基システム更新に

係るシステム改修費として賦課経費308万7,000円の増

のほか、１件の増。この項は、合わせて462万6,000円

の増額を計上いたしました。 

 次に、２款保険給付費は実績見込みによる補正であ

りまして、１項療養諸費、２目退職被保険者等療養給

付費を5,108万6,000円の増額を計上いたしました。 

 ２項高額療養費は、２目退職被保険者等高額療養費

を402万8,000円の増額を計上いたしました。 

 次に、11款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目

一般被保険者保険税還付金は10万円の減額、２目退職

被保険者等保険税還付金は10万円の増額を計上。この

項の増減はありません。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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、直営診療施設勘定、歳入説明を求めます。中

居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  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。 

 20、21ページをご覧願います。２歳入でありますが、

５款諸収入、１項１目雑入は1,213万9,000円の増額を

計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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、歳出、給与費明細書を含め、説明を求めます。

中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  それでは、24ページ

をご覧願います。まず、給与費明細書についてご説明

申し上げます。 

 特別職でありますが、医師職員の増により報酬

1,042万5,000円の増、共済費40万3,000円の増、合わ

せて1,082万8,000円の増額となっております。 

 それでは、前に戻っていただき、22、23ページをご

覧願います。３歳出でありますが、１款総務費、１項

施設管理費、１目一般管理費は、医師職員の増により

嘱託医師報酬及び共済費1,082万8,000円の増外、２件

の増。この項合わせて1,213万9,000円の増額を計上い

たしました。 

 以上です。 
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○議長（宮澤憲司君）  質疑を許します。18番城内仲

悦君。 

○18番（城内仲悦君）  嘱託医師の報酬の計上ですけ

ども、補正計上ですから、これは今年度分だというふ

うに思うんですが、いわゆる年間見た場合のこの方の

嘱託報酬というのは幾らになるのか、お聞かせ下さい。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  月額183万5,000円の

12カ月分になるものでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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

居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  ５ページをご覧願い

ます。第２条債務負担行為でありますが、事業勘定に

ついて第２表のとおり、国保税賦課事務経費について

期間、限度額を定めようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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３号）」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、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 議案第３号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第７、議案第３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

２号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は歳入歳出別に説明を受け、審議を行うことに

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めま

す。村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  議案第３号について、

事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

 10ページ、11ページをお開き願います。２歳入であ

りますが、３款県支出金、１項県補助金、１目農林水

産業費補助金は705万円の増額を計上。 

 ５款諸収入１項１目雑入は、57万円の増額を計上。 

 ６款１項市債、１目下水道事業債は670万円の増額

を計上いたしました。これらは、漁業集落排水整備事

業費の増額に伴うものであります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 歳出、説明を求めます。村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  12ページ、13ページを

お開き願います。３歳出でありますが、１款１項漁業

集落排水管理費１目総務管理費は、３万9,000円の増

額を計上。２目施設管理費は３万9,000円の減額を計

上いたしましたが、これらは実績見込み等によるもの

であります。なお、この項の増減はありません。 

 ２款漁業集落排水事業費、１項１目漁業集落排水整

備費は、小袖地区の汚水管渠整備費等に係る漁業集落

排水整備事業費1,432万円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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、第２条地方債の補正、説明を求めます。村上

農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  第２条地方債の補正に

つきましては、表によりご説明申し上げます。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。 

 第２表、地方債補正でありますが、事業費の増額に

伴い漁業集落排水事業について、この表のとおり限度

額を変更しようとするものであります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 以上で質疑を終わります。 
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 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３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２

号）」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、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第８ 議案第４号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第８、議案第４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２

号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は歳入歳出別に説明を受け、審議を行うことに

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  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、歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めま

す。晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、議案第４号につ

いて、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

 10ページ、11ページをお開き願います。２歳入であ

りますが、３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下

水道事業費補助金は、補助要件の拡大により単独事業

が補助事業に認められたことに伴い、1,250万円を増

額計上いたしました。 

 ４款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、充当先の

変更を計上をいたしました。 

 ６款諸収入、２項１目雑入は、財源調整により733

万3,000円の減額を計上いたしました。 

 ７款１項市債、１目下水道事業債は、下水道事業費

補助金の増額により、1,250万円の減額を計上いたし

ました。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 歳出、説明を求めます。晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  12、13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、受益者負担金一括納付金報奨金51

万5,000円の増、外１件の増、１件の減。合わせて60

万8,000円の増。２目施設管理費は、下水道台帳整備

事業費102万円の減、外１件の増。合わせて８万円の

増額。この項は、合わせて68万8,000円の増額を計上

いたしました。 

 ２款下水道事業費、１項下水道整備費、１目管渠施

設費は補助要件の拡大等により、4,565万円の増、外

１件の減。合わせて2,075万円の増額。２目浄化セン

ター施設費は、実績見込みにより2,075万円の減額を

計上いたしました。 

 なお、この項の増減はございません。 

 ３款１項公債費、２目利子は確定見込みにより802

万1,000円の減額を計上いたしました。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を許します。２番山田光

君。 

○２番（山田光君）  この歳出の関係でありますが、

若干ずれるかもしれませんが、ちょっと確認をしてお

きたくて質問させていただきますが、長内の土地整理

計画がやらないということになったわけでありますが、

国道ですか、281号線にはまだ長内橋から玉ノ脇方面

には入っていないわけですが、徐々にああいう長内地

区も都市計画ができなくなったからといって、しばら

く投げておくんじゃなくて、やっぱり少しずつでも利

用させていくような状況をつくっていくべきだろうと、

このように思っていますけれども、その将来的なあそ

この地区の特に281号の通り前後の広美町町内会のと

このあたりは、何か利用させる工夫してもいいんじゃ

ないかと、このように思ってますけども、その辺につ

いてはどういうお考えなんでしょうか。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  下水道の整備にかかわって

のご質問であります。今現在認可区域の部分の中で、

今、幸町、それから大平地区、それから旭町地区３カ

所工事を進めております。これらの進捗状況を踏まえ

て、さきに一般質問でもご答弁は申し上げたわけであ

りますが、今まだ認可区域の中で源道地区とか、夏井

町の大崎地区とか、そういったまだ工事に入っていな

い部分もあるわけです。そういった全体計画今策定中
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でありますけれども、現在工事中の進捗状況をこれら

も踏まえて、計画を策定していきたいというふうに考

えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  ２番山田光君。 

○２番（山田光君）  ということは、いずれ時間かか

ることなんですね、これは相当と思いますけれども、

いずれ町場で利用できないような状況がずっと続くよ

うでは、やはり考えるべきじゃないかと。普及率の向

上もあるだろうし、一番近いところで利用しやすいわ

けですから、できるだけ早く申請をし直してやると、

それぐらいのやっぱり区域も網かけをしながらやるべ

きだと思いますので、ひとつその辺については、積極

的な書類の書きかえをお願いしたいというように思い

ます。 

○議長（宮澤憲司君）  答弁は。 

○２番（山田光君）  いいです。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条地方債の補正、説明を求めます。晴山

建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、前に戻りまして

４ページ、５ページをお開き願います。 

 第２表地方債の補正でありますが、下水道整備事業

について、その限度額を1,250万円減額し、４億5,050

万円にしようとするものであります。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  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。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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４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２号）」

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、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第９ 議案第５号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第９、議案第５号「平成

22年度久慈市水道事業会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は一括説明を受け、審議を行うことにしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  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。説明を求めます。

晴山水道事業所長。 

○水道事業所長（晴山聰君）  それでは、議案第５号

について、ご説明申し上げます。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。平成22年度

久慈市水道事業会計予算実施計画補正について申し上

げます。 

 収益的収入及び支出でありますが、収入の補正はな

く、支出のみの補正であります。 

 １款上水道事業費、１項営業費用は１目原水及び浄

水費に47万7,000円の減額、２目配水及び給水費に665

万6,000円の増額、４目総係費に476万4,000円の増額

を計上いたしました。 

 したがいまして、この項の補正額は1,094万3,000円

の増額であります。 

 ２款簡易水道事業費、１項営業費用、１目原水及び

浄水費に50万6,000円、２目配水及び給水費に500万円

の増額をそれぞれ計上いたしました。したがいまして、

この項の補正額は550万6,000円の増額であります。 

 次に、６ページ、７ページになります。３款営農飲

雑用水給水受託事業費、１項営業費用、１目受託管理

費に86万9,000円を計上いたしました。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。資本的収入

及び支出について申し上げます。 

 収入についてでありますが、１款資本的収入、４項

繰入金、１目基金繰入金に469万円の減額を計上いた

しました。 

 支出についてでありますが、１款資本的支出、１目

建設改良費、１目取水及び浄水施設整備費に469万円

の減額を計上いたしました。その収入及び支出の内容

でありますが、滝導水ポンプ場機械電気設備更新工事

の精算によるものであります。 

 次に、10ページ、11ページをお開き願います。給与

費明細書でありますが、会計間の異動により表のとお

り調整したものであります。 
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 次に12ページ、13ページをお開き願います。平成22

年度久慈市水道事業会計資金計画補正及び平成22年度

久慈市水道事業会計予定貸借対照表補正についてであ

りますが、今回の補正に基づいてそれぞれ数値を調整

したものであります。 

 前に戻りまして２ページをお開き願います。 

 第４条、議会の議決を経なければ流用することので

きない経費につきましては、今回の補正に基づきまし

て職員給与費を増額しようとするものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を許します。18番城内仲

悦君。 

○18番（城内仲悦君）  第１点は石綿管が現時点でも

存在してるのかどうか、使用されてるのかどうかが第

１点ですね。 

 それから、いわゆる石綿管は、いわゆるアスベスト

というか、石綿が入ってる管なわけですけども、水道

関係者、事業者が関係者の中でいわゆるアスベストの

肺にかかった方が、解剖の結果そうだっていうのがわ

かってきたそうですが、これは20年、30年ぐらいの潜

伏期間があるんですけども、結局当初は石綿管中心の

配管だったわけですけども、その結果当時そういった

点で十分なマスクをするとか、やったかどうかわかり

ませんけど、そういうところもあって、 初にかかっ

たんじゃないかと思うんですけども、その水道事業者

にかかわる健康管理とか、そういったことについての

指導とか、そういうとこについて事業所として注意を

喚起してきてるのか、あるいはアスベストについての

今言ったように、20年、30年潜伏期間があって、50代、

60代になってかかって、肺がんなりにアスベスト肺に

なって、亡くなるということが出てきてるんですが、

そういった点での事実どの程度掌握してるのか、その

３点まずお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山水道事業所長。 

○水道事業所長（晴山聰君）  ただいま石綿管の今ま

だ残っているかと、その件であります。それにつきま

しては、山形町の中で一部残っているところがござい

ます。それから、アスベストの罹患の関係であります。

これにつきましては、確かに市内で不幸にも亡くなら

れた方がいるということは聞いております。 

 ただ、これは市内で工事に当たって、それが原因だ

ということではなくて、やはり水道のアスベスト管

等々の工事のために、市外っていいますか、東京とか

そちらのほうになるわけですが、そちらのほうへ若い

時分に働いた、そういったものの原因というふうにも

聞いております。ただ、詳細なところは私どももまだ

聞いてはおりませんけれども、いずれアスベストにか

かわっての指導等でありますが、これは国からもいろ

いろ指導が出たわけであります。それで、建物等のア

スベストを除去する際にはマスクをかけるとか、そう

いった防護対策はやっていたわけでありますので、事

業所としてもそういった当時でありますけれども、そ

ういった指導等をやってきたと思っております。 

 現段階においては、そういった事例等が少なくなっ

てはおりますけれども、いずれ久慈市の管工事業組合

ですか、そういったところと連携しながら、そういっ

た指導にも当たってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  今依然として山形町に残って

るということで、いずれこれはそのものを使わないで

やるかと思いますが、今答弁があったように、管工事

組合等と連携した形できちんとやっぱりやっていただ

きたいのが一つです。 

 それから、やはり今言ったように、久慈だけでなく

て、そういう工事歴を持ったとすれば、今言ったよう

に東京とか、そういった工事歴がある方については、

やっぱり早目の健康診断を進めるとかっていうことが、

私は必要じゃないかというふうに思いますので、やは

りそういう技術を持った方というのは、そんなに多い

わけでないんで、やっぱり資格もありますから、そう

いった意味でぜひ管工事組合等との協議をしながら、

健康診断等を含めて進めていただきたいと思いますの

で、お聞かせください。 

 それから、４ページ、５ページですが、いわゆる修

繕費が１款と２款で1,060万と500万あるわけですが、

これは定期的なものなのか、ここに集中して補正計上

になっているのか、お聞かせいただきたいというふう

に思います。 

 それから、いわゆる滝のポンプ場の関係の基金の関

係で、工事が終わったということで469万円の減額補

正なわけですが、現時点における揚水基金の残高って

いいますか、幾らになってるのかお聞かせいただきた
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いと思います。 

 それから、もう一つは12、13ページの13ページです

が、貸借対照表補正で見ますと、利益剰余金の関係で

単年度未処理剰余金が補正増になって、１億2,329万

7,000円というふうに書かれておりますが、この程度

の剰余金が出るということで、この数字を見ていいの

かお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山水道事業所長。 

○水道事業所長（晴山聰君）  アスベストにかかわっ

てでありますが、それにつきましては、管工事組合等

と連携をとりながら進めてまいりたいと思います。 

 それから、５ページの修繕費にかかわってでありま

す。1,060万円の増額をお願いしているわけでありま

すが、これにつきましては年度当初でありますけれど

も、芦ケ沢地区で漏水工事がございました。そういっ

た工事が11月現在でも90％を超えております。これか

ら寒さに向かっての工事、こういったものに支障がな

いようにということで、補正を計上したものでござい

ます。 

 それから、基金の残高ということであります。これ

は上水道揚水施設整備等基金でありますけれども、こ

れにつきましては、貸借対照表の補正のほうでも書か

れてございますが、見込み現在高、これは見込みであ

りますけれども、２億72万7,000円程度になるんでは

ないかというふうに見込んでございます。 

 それから、当年度の未処分利益剰余金でありますが、

現在において、この程度見込んでいるものでございま

す。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（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５号「平成22年度

久慈市水道事業会計補正予算（第２号）」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、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第10 発議案第39号から発議案第41号ま 

    で   

○議長（宮澤憲司君）  日程第10、発議案第39号から

発議案第41号までの３件を一括議題といたします。 

 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３件は、各会

派共同提案でありますので、会議規則第37条第３項の

規定及び先例により、議事の順序を省略し、直ちに採

決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

 それでは採決いたします。発議案第39号「現行児童

福祉施策としての保育制度の維持と一層の改善を求め

る意見書の提出について」、発議案第40号「日本の

「食」と「農」そして「地域経済」が犠牲を強いられ

るＴＰＰ協定締結への反対を求める意見書の提出につ

いて」、及び発議案第41号「過剰米対策に関する意見

書の提出について」、以上３件は、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39号、発議案第40号及び発議案第41号は、

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第11 議員派遣の件   

○議長（宮澤憲司君）  日程第11、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、釜石市で開催の平成22年度

岩手県市議会議長会臨時総会に副議長、濱欠明宏君を、

平成23年１月12日から13日まで派遣することにいたし

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、議員派遣の件は可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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25回久慈市議会
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定例会を閉会をいたします。 

    午後４時02分   閉会   
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