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第26回久慈市議会定例会会議録（第４日） 

 

議事日程第４号 

平成23年３月16日（水曜日）午後１時30分開議 

 第１ 議案第28号（総務常任委員長報告・質疑・討

論・採決） 

 第２ 議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案

第23号、議案第24号、議案第26号、請願受

理第33号（教育民生常任委員長報告・質

疑・討論・採決） 

 第３ 議案第25号（産業経済常任委員長報告・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、議案第

７号、議案第８号、議案第９号（予算特別

委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第５ 議案第32号 

     提案理由の説明・総括質疑 

     委員会付託の省略 

     議案第32号（質疑・討論・採決） 

 第６ 発議案第42号（採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 議案第28号 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20号 国民健康保険条例の一部を

改正する条例 

  議案第21号 一般廃棄物処理施設に係る生活環境

影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の

一部を改正する条例 

  議案第22号 市税条例の一部を改正する条例 

  議案第23号 保育の実施に関する条例の一部を改

正する条例 

  議案第24号 へき地保育所条例の一部を改正する

条例 

  議案第26号 山村留学住宅条例を廃止する条例 

  請願受理第33号 保険料の値上げに直結する国保

「広域化」に反対する意見書採択を求める請願 

 日程第３ 議案第25号 漁業集落排水処理施設条例

の一部を改正する条例 

 日程第４ 議案第１号 平成23年度久慈市一般会計

予算 

  議案第２号 平成23年度久慈市土地取得事業特別

会計予算 

  議案第３号 平成23年度久慈市国民健康保険特別

会計予算 

  議案第４号 平成23年度久慈市後期高齢者医療特

別会計予算 

  議案第５号 平成23年度久慈市介護サービス事業

特別会計予算 

  議案第６号 平成23年度久慈市魚市場事業特別会

計予算 

  議案第７号 平成23年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計予算 

  議案第８号 平成23年度久慈市公共下水道事業特

別会計予算 

  議案第９号 平成23年度久慈市水道事業会計予算 

 日程第５ 

  議案第32号 平成22年度久慈市一般会計補正予算

（第５号） 

 日程第６ 

  発議案第42号 東北地方太平洋沖地震災害対策特

別委員会の設置について 

──────────────────── 

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 
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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 

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。 

 この際、東北地方太平洋沖地震においてお亡くなり

になられました方々に対し、心からの哀悼の意を表し

黙瓸を行います。皆様、ご起立願います。 

    〔起立〕 

○議長（宮澤憲司君）  黙瓸。 

    〔黙瓸〕 

○議長（宮澤憲司君）  黙瓸を終わります。着席願い

ます。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（宮澤憲司君）  諸般の報告をいたします。 

 市長から議案１件の追加提出がありお手元に配付し

てあります。 

 次に、議員発議案１件をお手元に配付してあります。 

 次に、監査委員から現金出納検査結果の報告１件が

提出されお手元に配付してあります。 

──────────────────── 

 〔参 考〕 

発議案第42号 

   東北地方太平洋沖地震災害対策特別委員会の設 

   置について 

 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23年３月16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 大沢俊光 

      提出者 久慈市議会議員 中平浩志 

      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 

──────────────────── 

   東北地方太平洋沖地震災害対策特別委員会の設 

   置について 

１ 本議会に議長を除く25人をもって構成する東北 

 地方太平洋沖地震災害対策特別委員会を設置し、 

 次の事項について調査を付託する。 

  平成23年３月11日に発生した、東北地方太平洋 

 沖地震及びこれに伴う津波災害に係る被害状況調 

 査及び復旧対策に関する事項 

２ 東北地方太平洋沖地震災害対策特別委員会は、 

 議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、 

 議会が本件調査終了を議決するまでの間、継続し 

 て調査を行うものとする。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    市長の諸般の報告   

○議長（宮澤憲司君）  この際、市長から発言を求め

られておりますので、これを許します。山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  大津波警報に伴う対応等につ

いて、諸般の報告をいたします。 

 去る３月11日、午後２時46分ごろ、三陸沖を震源と

する地震が発生し、本市では震度５弱を観測いたしま

した。この地震により、太平洋沿岸を中心に非常に大

きな津波が襲来し、甚大な被害をもたらしたところで

あります。 

 このたびの災害により、被災されました方々に心か

らお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

 市では、午後２時49分に東北地方太平洋沿岸に大津

波警報が気象庁から発表されたことに伴い、同時刻久

慈市災害対策本部を設置し、久慈消防署及び久慈市消

防団をはじめとする関係機関と連携して、久慈港、諏
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訪下、小袖、久喜地区の海岸水門の閉鎖、避難誘導、

海面の監視等をその対処に努めたところであります。 

 また、予想される高さが３メートル以上と予想され

ておりましたことから、直ちに沿岸地区住民、1,489

世帯、4,300人に避難指示を発令し、避難を呼びかけ

避難場所に2,916人が避難したところであります。 

 現在のところ、行方不明者等の捜索活動、障害物の

除去活動及びライフライン施設の早期復旧等、災害応

急対策に陸上自衛隊、緊急消防援助隊及び関係機関等

と連携し、全力を挙げて取り組んでいるところであり

ます。 

 今後におきましても、被災した施設の災害復旧及び

災害を受けた市民が被災から速やかに再起できるよう、

被災者に対する生活の安定対策等を鋭意努力してまい

りたいと考えております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 議案第28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28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。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）  委員長報告に先立

ち、このたび３月11日発生のマグニチュード9.0、世

界的、史上にまれにみる東北・関東大震災に被災され

ました死者、不明者を含めて１万人超と報道されてお

ることに対しまして、お見舞いと死者に対する心から

の哀悼の意を表します。 

 また、発生以来、山内市長陣頭指揮のもと、不眠不

休の迅速な被災対応、市民対応に対し、身を呈して努

められたご労苦に対し感謝を申し上げるとともに、全

国の皆様のご支援、励ましに御礼を申し上げるところ

でございます。 

 それでは、総務委員長報告をいたします。 

 本定例会において、総務委員会に付託されました議

案第28号「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、去る３月

４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。 

 本案は、本年４月１日から盛岡地区広域行政事務組

合が、盛岡地区広域消防組合に名称変更することに伴

い、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。 

 委員会では、本案に関連し、久慈地区広域行政事務

組合が廃止され、久慈広域連合が設置された経緯や、

地方自治法に規定されている一部事務組合と広域連合

の違いなどについて質疑、答弁が交わされたところで

ありますが、盛岡地区広域消防組合への名称変更につ

いては全員異議なく採決の結果、議案第28号は原案の

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28号「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28号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 議案第20号、議案第21号、議案第

22号、議案第23号、議案第24号、議案第26号、

請願受理第33号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第２、議案第20号から議

案第24号まで、議案第26号及び請願受理第33号の７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。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）  まず、東北

地方太平洋沖地震に見舞われました皆様にはお見舞い

を申し上げます。 

 それでは報告をいたします。 

 本定例会において、教育民生委員会に付託されまし
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た議案６件、請願１件について、去る３月４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24号及び議案第26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20号「国民健康保険条例の一部を改

正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、出産育児一時金について、緊急の少子化

対策として、平成21年10月から本年度末まで時限措置

により給付していたものを、平成23年度から恒久措置

として給付額を35万円から39万円に改正するものであ

ります。 

 また、国民健康保険法に規定する特定健康審査等の

引用条項が改正されたことに伴う改正をあわせて行う

ものであります。 

 なお、実際の給付額は通常の出産が該当となる産科

医療補償制度加算対象となる出産の場合には、３万円

を上限として加算され42万円となるとの説明がありま

した。 

 審査の中では、平均的な出産費用及び加算対象とな

る出産について、出産費用の委任払いと代理受領につ

いて、久慈管内の医療機関の状況、市内医療機関での

出生割合、出生数、妊婦健診などについて質疑、答弁

が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第20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21号「一般廃棄物処理施設に係る生活

環境影響調査結果の縦覧等の手続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、本年４月１日に施行される「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」によ

り、条項の追加があることから、当該法律から引用し

ている条項の変更をしようとするものであります。 

 審査の中では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」におけるその他の適切な方法及び利害関係を有す

る者などについて質疑、答弁が交わされたところであ

ります。 

 採決の結果、議案第21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22号「市税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、旧市村の合併協定項目に基づき、平成22

年度まで不均一課税としていた国民健康保険税を平成

23年度から統一するため、合併前の山形村の区域に住

所を有する者に対する国民健康保険税の所得割額等の

税率を改正し、今回の改正によって税率の統一が図ら

れるというものであります。 

 審査の中では、今までの改正により負担増となった

税額、収納率の変化と滞納の状況、山形地区の国保世

帯数、不納欠損の状況、収納率低下の対策、資産割に

関する考え方などについて質疑、答弁が交わされたと

ころであります。 

 採決の結果、議案第22号は賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第23号「保育の実施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、児童福祉法の改正により、保育に対する

需要の増大等、児童が保育所における保育を受けられ

ず待機するなどの場合に、その児童を家庭的保育者の

居宅及びその他の場所で、一定の条件を満たして保育

を行う家庭的保育事業が定義されたことに伴い、保育

の実施が保育所における保育と、家庭的保育事業によ

る保育とに区分されたことにより、当市における待機

児童はいない状況であることから、保育の実施を保育

所における保育に改正するものであります。 

 審査の中では、家庭的保育事業を実施する場合の一

定の条件、待機児童が出た場合の対応などについて質

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23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24号「へき地保育所条例の一部を改正

する条例」について申し上げます。 

 本条例は、休園中のへき地保育所久慈市立日野沢保

育園を、平成23年３月31日をもって廃止しようとする

ものであります。 

 日野沢保育園は、児童数の減少に伴い、平成18年４

月１日から休園しており、今後においても児童数の増

加が見込まれないことなどから、地区における説明会

において保育園廃止についての考えを説明し、特に地

区からの存続要望はなかったことから、廃止しようと

するものであるとの当局からの説明がありました。 

 審査の中では、５年間の休園の理由、他のへき地保

育園の休園等の状況、地区における今後の子供の数の
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見込み、施設の活用、水道の状況などについて質疑、

答弁が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第24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26号「山村留学住宅条例を廃止する条

例」について申し上げます。 

 本条例は、山村留学生及びその家族の住宅の用に供

するため設置された条例であり、平成22年度末をもっ

て山村留学の児童２名が繋小学校を卒業予定であるこ

と、また平成23年４月１日をもって繋小学校の閉校を

することに伴い、山村留学住宅条例を廃止しようとす

るものであります。 

 審査の中では、現在の入居の状況、今後の活用方法、

児童数の見通し、条例廃止の時期、廃止後の使用方法

及び使用料などについて質疑、答弁が交わされたとこ

ろであります。 

 採決の結果、議案第26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33号「保険料の値上げに直結する

国保「広域化」に反対する意見書採択を求める請願」

について申し上げます。 

 本請願は、国保が広域化されれば一般会計法定外繰

り入れができなくなることによって保険料値上げとな

る。累積赤字を解消するための徴収強化と保険税値上

げにつながる。条例減免制度は、最低限の制度以外は

ほぼ廃止となることが容易に想像でき、国保広域化に

よって保険料が大幅な値上げとなることは明白であり、

よって保険税の値上げに直結する国保広域化を中止す

ること。 

 国保負担を大幅に増額し、1984年以前の水準に戻す

こと。国保負担増分は調整交付金とし、所得の低い被

保険者の多い自治体に配慮した配分をすること。事務

費・保険料軽減措置に対する国庫補助について復活・

増額することを請願事項としたものであり、保険料の

値上げに直結する国保広域化に反対する意見書採択を

求めるものであります。 

 審査に当たっては、当局からの説明等を参考に審査

したところであります。 

 当局からは、岩手県市長会では、岩手県知事に対し

て広域化支援方針の早期策定を求める要望書を提出し、

県では方針を策定したところであります。 

 したがって、国保広域化の中止については、見解を

異にするものであり、国庫負担の増額等については、

全国市長会などを通じて各種要望活動を実施している

との説明がありました。 

 審査の中では、基本的には国保事業に占める国庫支

出の割合が激減しているということに最大の問題があ

る。この点を改善しない限り、広域化により弱小の市

町村国保を集めても根本的な解決、改善にはならない

などの理由で請願に賛成するとの意見。広域化が直接、

保険料の値上げにならないのではないか。また、請願

事項の一つ、国庫負担の増額については理解できるが、

広域化に反対する意見書という標題は趣旨採択になじ

まないので賛成できないとの意見。継続とすべきとの

意見があったところですが、終局において採決すべき

との結論に達し、採決の結果、請願受理第33号は賛成

少数で不採択と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22号「市

税条例の一部を改正する条例」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22号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第20号「国民健康保険条例の一部を改正

する条例」、議案第21号「一般廃棄物処理施設に係る

生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の

一部を改正する条例」、議案第23号「保育の実施に関

する条例の一部を改正する条例」、議案第24号「へき

地保育所条例の一部を改正する条例」、議案第26号

「山村留学住宅条例を廃止する条例」について採決い

たします。以上５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20号、議案第21号、議案第23号、議案第24
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号及び議案第26号の５件は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、請願受理第33号「保険料の値上げに直結する

国保「広域化」に反対する意見書採択を求める請願」

について採決いたします。本請願に対する委員長の報

告は不採択であります。本請願を採択することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（宮澤憲司君）  起立少数であります。よって、

請願受理第33号は不採択とすることに決定いたしまし

た。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第25号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第３、議案第25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。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）  このたびの東

北地方太平洋沖地震大津波により、産業経済委員会の

所管する、特に漁業、水産関係の被災された方々に対

しまして、心からお見舞いを申し上げます。 

 それでは、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件について、去る３月４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、委員会では審査に当たり、現地調査を実施し

たところであります。 

 それでは、議案第25号「漁業集落排水処理施設条例

の一部を改正する条例」について申し上げます。 

 本条例は、小袖地区漁業集落排水処理施設を追加し

ようとするものであります。 

 また、当局から事業費は16億円であることや平成22

年度末の進捗の状況、一部供用開始及び事業完了年度

の予定、計画処理人口・整備対象戸数、汚水処理の方

法などについて説明があったところであります。 

 審査では、津波災害等が予想される場所への建設に

ついて、集合処理の対象とならない世帯・地域への対

応、今後の漁業集落排水処理事業の計画、集合処理対

応、あるいは浄化槽対応のこれからの考え方などにつ

いて質疑、答弁が交わされたところであります。 

 採択の結果、議案第25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25号「漁業集落

排水処理施設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25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、

議案第７号、議案第８号、議案第９号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第４、議案第１号から議

案第９号までを議題といたします。 

 以上９件に関し、委員長の報告を求めます。八重櫻

予算特別委員長。 

    〔予算審査特別委員長八重櫻友夫君登壇〕 

○予算特別委員長（八重櫻友夫君）  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９号までの、平成23年度久慈市一般会計予算、

各特別会計予算及び水道事業会計予算の計９件につい

て、去る３月８日、９日、10日の３日間にわたって委

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の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。 

 まず、議案第１号「平成23年度久慈市一般会計予

算」、議案第３号「平成23年度久慈市国民健康保険特

別会計予算」及び議案第４号「平成23年度久慈市後期

高齢者医療特別会計予算」の３件は、採決の結果、い

ずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの
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と決しました。 

 次に、議案第２号「平成23年度久慈市土地取得事業

特別会計予算」、議案第５号「平成23年度久慈市介護

サービス事業特別会計予算」、議案第６号「平成23年

度久慈市魚市場事業特別会計予算」、議案第７号「平

成23年度久慈市漁業集落排水事業特別会計予算」、議

案第８号「平成23年度久慈市公共下水道事業特別会計

予算」及び議案第９号「平成23年度久慈市水道事業会

計予算」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。 

    〔「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１号「平

成23年度久慈市一般会計予算」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。 

 次に、議案第３号「平成23年度久慈市国民健康保険

特別会計予算」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３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号「平成23年度久慈市後期高齢者医

療特別会計予算」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４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号「平成23年度久慈市土地取得事業

特別会計予算」、議案第５号「平成23年度久慈市介護

サービス事業特別会計予算」、議案第６号「平成23年

度久慈市魚市場事業特別会計予算」、議案第７号「平

成23年度久慈市漁業集落排水事業特別会計予算」、議

案第８号「平成23年度久慈市公共下水道事業特別会計

予算」、議案第９号「平成23年度久慈市水道事業会計

予算」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２号及び議案第５号から議案第９号までの、

以上６件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第32号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第５、議案第32号「平成

22年度久慈市一般会計補正予算（第５号）」を議題と

いたします。 

 提出者の説明を求めます。 

    〔副市長外舘正敏君登壇〕 

○副市長（外舘正敏君）  追加提案いたしました、議

案第32号「平成22年度久慈市一般会計補正予算（第５

号）」の提案理由についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、去る12月22日から23日及び12月30日

から１月２日にかけての低気圧による被害を受けた水

産施設に対し、県から災害復旧事業費補助金の内報が

示されたことに伴い、同事業費を計上したものであり

ます。 

 １ページをお開き願います。第１条、歳入歳出予算

の補正は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ52万

8,000円を追加し、補正後の予算総額を203億6,569万

9,000円にしようとするものであります。 

 款及び項の補正額は、２ページ、３ページの第１表、

歳入歳出予算補正のとおりであります。 

 次に、第２条、繰越明許費の補正でありますが、４

ページの第２表のとおり地域営漁計画推進特別対策事

業費補助金について事業費を翌年度に繰り越ししよう

とするものであります。 

 以上で提案理由の説明といたします。よろしくご審

議、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  これより提出議案に対する総

括質疑に入ります。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。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております



－152－ 

議案は委員会の付託を省略し、直ちに審議することに

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、そのように決定いたしました。 

 これより議案の審議に入ります。 

 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。

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。８ページ、９ページをお

願いいたします。 

 歳入、14款県支出金２項県補助金５目農林水産業費

補助金は、補助金の内報により地域営漁計画推進特別

対策事業52万8,000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、歳出説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  10ページ、11ページとな

ります。 

 歳出、６款農林水産業費３項水産業費でありますが、

２目水産業振興費は県補助金の内報に伴う事業費の調

整により、水産施設災害復旧事業補助金52万8,000円

を減額、地域営漁計画推進特別対策事業費補助金105

万6,000円を計上、この項は合わせて52万8,000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、繰越明許費の補正、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、繰越明許費の補

正について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、繰越明許費補正でありますが、地域営漁計

画推進特別対策事業補助金を追加し、本事業を翌年度

に繰り越し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。 

 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32号「平成22年

度久慈市一般会計補正予算（第５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32号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 発議案第42号   

○議長（宮澤憲司君）  日程第６、発議案第42号「東

北地方太平洋沖地震災害対策特別委員会の設置」につ

いて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42号「東北地

方太平洋沖地震災害対策特別委員会の設置」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42号は原案のとおり可決されました。 

 この際、ただいま設置されました東北地方太平洋沖

地震災害対策特別委員会の委員長及び副委員長を委員

会条例第８条第２項ただし書きの規定により、当職に

おいて指定いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 
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    〔「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、当職から委員長に城内仲悦君、副委員長に桑田鉄

男君を指名いたします。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。よっ

て、ただいま指名のとおり選任されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○議長（宮澤憲司君）  以上で本日の議事日程を全部

終了いたしました。 

 この際、市長から発言を求められておりますので、

これを許します。山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  第26回久慈市議会定例会の閉

会に際し、一言ごあいさつを申し上げる機会をいただ

きありがとうございます。 

 先ほどは、本定例会に提案をいたしました、平成23

年度当初予算をはじめとする各議案につきまして、可

決、ご同意賜りましたことに対し、厚く御礼を申し上

げます。 

 ３月11日発生の東北地方太平洋沖地震に伴う津波に

よりまして、当市にも甚大な被害が生じたところであ

ります。被害状況につきましては、さきの諸般の報告

におきまして報告させていただいたところであります。

議員ご承知のとおり、これまでにない巨大津波による

被害であり、自然の猛威を今さらに驚愕させられたと

ころであります。 

 亡くなられました方々、そのご遺族、またいまだ行

方不明の方もおられますが、あわせて家族、さらには

被災をされました市民の皆様に対し、心から改めてお

悔やみとお見舞いを申し上げるものであります。 

 市といたしましては、現在、自衛隊、海上保安庁、

市内外の消防支援隊、警察など、関係機関と連携支援

のもとに行方不明者の捜索、避難者への対応、被害状

況の調査及び上下水道や道路をはじめとするライフラ

インの早期復旧に鋭意努力しているところであります。 

 今後におきましても、全力で被災者の支援や産業基

盤の復旧に取り組んでまいりたいと考えております。 

 今回の大災害における災害対策の取り組みに対しま

して、議員各位には引き続きご理解、ご協力を賜りま

すよう心からお願いを申し上げますとともに、議員各

位の今後のさらなる活躍を期待し、閉会に際しての私

からのあいさつとさせていただきます。 

○議長（宮澤憲司君）  今定例会を締めくくるに当た

り、当職からも一言ごあいさつを申し上げます。 

 まずもって、３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震によりお亡くなりになりました方々のご冥福を心

からお祈り申し上げますとともに、いまだ行方がわか

らない方々が一刻も早く無事に発見されますようお祈

り申し上げるものであります。 

 また、被害を受けられた皆様方に心からお見舞いを

申し上げます。 

 市議会といたしましても、市当局並びに市民の皆様

と一丸となって早期復旧、復興に全力で取り組んでま

いる所存であります。 

 さて、去る２月21日以降24日間、議員各位におかれ

ましては、ご熱心に審議を賜り、平成23年度当初予算

をはじめ、提案されましたすべての議案を滞りなく議

了することができました。ここに、議員各位をはじめ、

理事者各位に対し深く感謝の意を表する次第でありま

す。 

 理事者各位におかれましては、審議の過程において

表明された議員各位の意見、提言等を十分に尊重して

いただき、今後の市政に反映されますよう強く要望す

るものであります。 

 今定例会を閉会するに当たり、議会運営に特段のご

協力を賜りました皆様方に厚く感謝を申し上げますと

ともに、皆様方とともに、今回の未曾有の大災害から

の早期復旧、復興に全力を挙げて取り組んでまいるこ

とを重ねて申し上げ、私からのごあいさつといたしま

す。皆さん、大変ご苦労さまでございました。ありが

とうございました。 

 これをもって本日の会議を閉じ、第26回久慈市議会

定例会を閉会をいたします。 

    午後２時17分   閉会   
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