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第23回久慈市議会定例会会議録（第５日） 

 

議事日程第５号 

平成22年９月10日（金曜日）午前10時00分開議 

 第１ 認定第１号、認定第２号、認定第３号、認定

第４号、認定第５号、認定第６号、認定第７

号、認定第８号、認定第９号、認定第10号

（決算特別委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第２ 議案第８号、議案第９号、議案第13号（総務

常任委員長報告・質疑・討論・採決） 

 第３ 議案第５号、請願受理第26号、請願受理第27

号、請願受理第28号（教育民生常任委員長報

告・質疑・討論・採決） 

 第４ 議案第11号（産業経済常任委員長報告・質

疑・討論・採決） 

 第５ 議案第４号、議案第６号、議案第７号、議案

第10号、議案第12号（建設常任委員長報

告・質疑・討論・採決） 

 第６ 議案第１号（質疑・討論・採決） 

 第７ 議案第２号（質疑・討論・採決） 

 第８ 議案第３号（質疑・討論・採決） 

 第９ 発議案第36号、発議案第37号、発議案第38号

（採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 認定第１号 平成21年度久慈市一般会計

歳入歳出決算 

  認定第２号 平成21年度久慈市土地取得事業特別

会計歳入歳出決算 

  認定第３号 平成21年度久慈市国民健康保険特別

会計歳入歳出決算 

  認定第４号 平成21年度久慈市老人保健特別会計

歳入歳出決算 

  認定第５号 平成21年度久慈市後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算 

  認定第６号 平成21年度久慈市介護サービス事業

特別会計歳入歳出決算 

  認定第７号 平成21年度久慈市魚市場事業特別会

計歳入歳出決算 

  認定第８号 平成21年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算 

  認定第９号 平成21年度久慈市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算 

  認定第10号 平成21年度久慈市水道事業会計決算 

 日程第２ 議案第８号 過疎地域とみなされる区域

に係る久慈市過疎地域自立促進計画を定めるこ

とに関し議決を求めることについて 

  議案第９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 

  議案第13号 財産の取得に関し議決を求めること

について 

 日程第３ 議案第５号 久慈市立小中学校設置条例

の一部を改正する条例 

  請願受理第26号 義務教育費国庫負担制度堅持及

び負担割合二分の一復元を求める請願 

  請願受理第27号 教育予算の拡充を求める請願 

  請願受理第28号 保険で良い歯科医療の実現につ

いての請願 

 日程第４ 議案第11号 財産の取得に関し議決を求

めることについて 

 日程第５ 議案第４号 市営住宅等条例の一部を改

正する条例 

  議案第６号 門前雨水ポンプ場電気設備更新工事

の請負契約の締結に関し議決を求めることにつ

いて 

  議案第７号 門前雨水ポンプ場機械設備更新工事

の請負契約の締結に関し議決を求めることにつ

いて 

  議案第10号 市道路線の認定に関し議決を求める

ことについて 

  議案第12号 財産の取得に関し議決を求めること

について 

 日程第６ 議案第１号 平成22年度久慈市一般会計

補正予算（第２号） 

 日程第７ 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２号） 
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 日程第８ 議案第３号 平成22年度久慈市老人保健

特別会計補正予算（第１号） 

 日程第９ 発議案第36号 義務教育費国庫負担制度

堅持及び負担割合二分の一復元を求める意見書

の提出について 

  発議案第37号 教育予算の拡充を求める意見書の

提出について 

  発議案第38号 保険で良い歯科医療の実現を求め

る意見書の提出について 

──────────────────── 

出席議員（25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  

欠席議員（１名） 

26 番 宮 澤 憲 司君 

──────────────────── 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開議   

○副議長（濱欠明宏君）  ただいまから本日の会議を

開きます。 

 諸般の報告をいたします。議員発議案３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36号 

   義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分

の一復元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９月10日 

 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  

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 

   義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合二分

の一復元を求める意見書 

 1953年、憲法の要請に基づく義務教育の根幹（機会

均等、水準確保、無償制）を支えるため、国は必要な

制度を整備することが必要であることから、義務教育

費国庫負担法が制定され、義務教育費国庫負担制度が

開始された。 

 義務教育費国庫負担法制定後、地方の教育条件の整

備状況、国と地方の財政状況を踏まえ、負担対象経費

が拡大されたが、1985年から2004年にかけて、国と地

方の役割分担、国と地方の財政状況等を踏まえ、給

料・諸手当以外の費用が一般財源化となり、この間、

全国の多くの県議会及び市町村議会から義務教育費国

庫負担制度堅持に関する意見書が提出されてきた。 

 ところが、こうした設置者や教育関係者の声がある

にもかかわらず、2005年、国は義務教育費国庫負担金

について国の負担率を２分の１から３分の１とする大

幅削減を決定した。国の負担率が縮小されたことや地

方交付税削減の影響、そして厳しい地方財政の状況な

どから、自治体において教育予算を確保することは困



－107－ 

難となっている。 

 将来を担う子どもたちの教育は極めて重要であり、

子どもたちが全国どこに住んでいても教育の機会均等

が保証され、教育水準が維持向上されるように施策を

講じる必要がある。 

 以上のことから、下記の事項の実現について地方自

治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 

記 

１．義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 

２．義務教育費国庫負担割合について、２分の１に復

元すること。 

  平成22年９月10日 

             岩手県久慈市議会 

              議長 宮澤 憲司 

内閣総理大臣 

総 務 大 臣 
       殿 

財 務 大 臣 

文部科学大臣 

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37号 

   教育予算の拡充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９月10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 

   教育予算の拡充を求める意見書 

 子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の

基盤作りにとってきわめて重要なことである。現在の

社会経済不安の中で、貧困と格差は、世代間に引き継

がれている状況があり、経済的な理由から高校生の中

途退学者も増えている。日本の子どもに関する公的支

出は先進国 低レベルとなっており、諸外国並みに、

家計基盤の弱い家庭への子どもに係る給付拡充などの

施策の実施が必要である。また、家庭の所得の違いに

よって、子どもたちの教育や進路に影響がでないため

の、就学援助・奨学金制度の抜本的拡充など、公教育

の基盤充実が不可欠である。 

 しかしながら、地方交付税削減の影響、厳しい地方

財政の状況などから、自治体において教育予算を確保

することは困難となっており、少人数教育の推進、学

校施設、旅費・教材費、就学援助・奨学金制度など拡

大する教育条件の自治体間の格差是正が急務となって

いる。 

 このように、自治体の財政力や保護者の所得の違い

により、子どもたちが受ける「教育水準」の格差があ

ってはならない。 

 教育予算を国として、しっかりと確保・充実させる

必要があることから、下記の事項の実現について、地

方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 

記 

１．「子どもと向き合う時間の確保」を図り、きめ細

かい教育の実現のために、30人以下学級の実現を図

ること。 

２．家庭の所得の違いによって、子どもたちの教育や

進路に影響がでないよう就学援助制度を拡充するこ

と。また、そのための国の予算措置を行うこと。 

３．学校施設整備費、教材費、図書費、旅費、学校・

通学路の安全対策など、教育予算の充実のため、地

方交付税を含む国の予算を拡充すること。 

４．教職員の人材を確保するため、教職員給与の財源

を確保・充実すること。 

  平成22年９月10日 

             岩手県久慈市議会 

              議長 宮澤 憲司 

内閣総理大臣 

総 務 大 臣 
       殿 

財 務 大 臣 

文部科学大臣 

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38号 

   保険で良い歯科医療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９月10日 

 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 
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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 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 

   保険で良い歯科医療の実現を求める意見書 

 口腔の健康は人間の健康と生活の基本である。しっ

かり噛むことで全身の健康状態を高めることができる。

特に今日の歯科医療は、糖尿病の管理をはじめ、高血

圧症や動脈硬化、歯性感染症、誤嚥性肺炎、認知症の

予防など、全身の健康にとって必要不可欠な口腔機能

を維持する上で、ますます重要となっている。 

 また、多くの国民は、歯科医療について保険が適用

される範囲の拡大と自己負担の軽減を強く望んでいる。 

 しかし、現実の歯科医療では、歯科診療報酬が抑制

されているため、このような国民の要望に反して保険

給付範囲は広がっていない。 

 2010年４月改定の診療報酬はわずかに引き上げられ

たとはいえ、医学的根拠のない包括化がされるなど十

分な評価とはなっておらず、安価な報酬で患者を長期

に継続管理していくことを歯科医療機関に求めるもの

となっている。 

 そのような結果、歯科医師だけでなく、歯科衛生士、

歯科技工士等歯科医療従事者の労働環境も一段と厳し

くなり、各地の歯科衛生士や歯科技工士養成所で廃校、

定員割れが起きているなど、将来の歯科医療確保さえ

危ぶまれる状況に陥っている。 

 このような事態を放置すれば、多くの国民の健康維

持に支障をきたすだけでなく、医療のレベルの維持は

もちろん、ＱＯＬ（生活の質）の低下、そして医療費

の増大につながりかねない。 

 以上のことから、歯科医療従事者が歯周病の治療・

管理が十分にできるとともに、良く噛める入れ歯が提

供できるなど、保険で良い歯科医療が行えるよう、ま

た、患者が安心して歯科受診できるよう次の事項の実

現を強く求める。 

記 

１．患者窓口負担を軽減すること。 

２．良く噛める入れ歯が保険給付として製作・装着・

管理できるように、また、歯周病の治療・管理が保

険給付として適切にできるようにするなど、良質な

歯科医療が保険で提供できるように診療報酬を改善

すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出

する。 

  平成22年９月10日 

             岩手県久慈市議会 

              議長 宮澤 憲司 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 殿 

財 務 大 臣 

厚生労働大臣 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 認定第１号、認定第２号、認定第

３号、認定第４号、認定第５号、認定第６号、

認定第７号、認定第８号、認定第９号、認定

第10号   

○副議長（濱欠明宏君）  これより本日の議事日程に

入ります。 

 日程第１、認定第１号から認定第10号までの10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。中塚決算特

別委員長。 

    〔決算特別委員長中塚佳男君登壇〕 

○決算特別委員長（中塚佳男君）  本定例会において、

決算特別委員会に付託されました認定第１号から認定

第10号までの平成21年度久慈市一般会計歳入歳出決算、

各特別会計歳入歳出決算及び水道事業決算の10件につ

いて、去る９月７日、８日の２日間にわたり委員会を

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、本特別委員会は議長及び

議会選出の監査委員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。 

 まず、認定第１号「平成21年度久慈市一般会計歳入

歳出決算」、認定第３号「平成21年度久慈市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算」、認定第５号「平成21年

度久慈市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算」の３

件は、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 次に、認定第２号「平成21年度久慈市土地取得事業

特別会計歳入歳出決算」、認定第４号「平成21年度久



－109－ 

慈市老人保健特別会計歳入歳出決算」、認定第６号

「平成21年度久慈市介護サービス事業特別会計歳入歳

出決算」、認定第７号「平成21年度久慈市魚市場事業

特別会計歳入歳出決算」、認定第８号「平成21年度久

慈市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算」、認定

第９号「平成21年度久慈市公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算」、認定第10号「平成21年度久慈市水道事

業会計決算」の７件は、採決の結果、いずれも全員異

議なく原案のとおり認定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。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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。

18番城内仲悦君。 

    〔18番城内仲悦君登壇〕 

○18番（城内仲悦君）  私は、認定第１号「久慈市一

般会計歳入歳出決算」に反対の討論を行います。 

 反対の第１の理由は、集中改革プラン及び18年指針

に忠実に従い市政改革プログラムを策定し３年間実行

された中で、大幅な人件費抑制が実行されたことであ

ります。 

 今議会の論戦の中で明らかになったように、市職員

599名中216名が非正規職員、36％になります。保育園

に至っては、52名中38名が非常勤職員で構成、率にし

て73％を超える実態にあります。 

 総人件費も、平成18年比で平成21年度は12.6％の減

となっています。６億円を超える剰余金が決算計上さ

れましたが、人件費抑制の結果であることはこのこと

からも明白ではないでしょうか。非常勤職員の多くは、

官製ワーキングプアの状態にあることを肝に銘じ、正

職員化を図り、希望の持てる職場づくりを求めるもの

であります。 

 第２の理由は、任意団体である滞納整理機構を活用

して市税の滞納処分を実施している問題であります。

滞納整理機構への移管予告、1,300通に及んでいるこ

とが明らかになりました。任意団体を活用しての滞納

処分は中止すべきものと考えます。 

 第３の理由は、いわて森のトレー生産協同組合がト

リニティ工業株式会社を相手に起こしている損害賠償

請求訴訟についてであります。 

 この裁判は、平成16年３月３日、損害賠償請求訴

訟・平成16年（ワ）第67号損害賠償請求事件としてス

タートしました。既に６年が経過し、この９月17日盛

岡地方裁判所301号法廷で判決が出ることになってい

ます。裁判が長期化している中で、依然として市民の

関心が高い状況にあります。 

 この裁判への補助参加人である久慈市は、つぶさに

経過を市民、議会に報告すべきであります。 

 以上、３点申し述べましたが、議員各位のご賛同を

お願いし、反対の討論を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  ほかに討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  討論を終了いたします。 

 それでは、採決いたします。まず、認定第１号「平

成21年度久慈市一般会計歳入歳出決算」を採決いたし

ます。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副議長（濱欠明宏君）  起立多数であります。よっ

て、認定第１号は認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第２号「平成21年度久慈市土地取得事業

特別会計歳入歳出決算」、認定第４号「平成21年度久

慈市老人保健特別会計歳入歳出決算」、認定第６号

「平成21年度久慈市介護サービス事業特別会計歳入歳

出決算」、認定第７号「平成21年度久慈市魚市場事業

特別会計歳入歳出決算」、認定第８号「平成21年度久

慈市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算」、認定

第９号「平成21年度久慈市公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算」及び認定第10号「平成21年度久慈市水道

事業会計決算」を一括採決いたします。 

 以上７件は、委員長の報告のとおり認定することに

ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、認定第２号、認定第４号及び認定第６号から認

定第10号までの７件は認定することに決定いたしまし

た。 

 次に、認定第３号「平成21年度久慈市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算」を採決いたします。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 
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○副議長（濱欠明宏君）  起立多数であります。よっ

て、認定第３号は認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第５号「平成21年度久慈市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算」を採決いたします。 

 本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副議長（濱欠明宏君）  起立多数であります。よっ

て、認定第５号は認定することに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 議案第８号、議案第９号、議案第

13号   

○副議長（濱欠明宏君）  日程第２、議案第８号、議

案第９号及び議案第13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

９月３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、議案審査に先立ち、議案第８号及び議案第13

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８号「過疎地域とみなされる区域に

係る久慈市過疎地域自立促進計画を定めることに関し

議決を求めることについて」申し上げます。 

 本案は、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正

する法律の施行に伴い、同法第６条第１項の規定に基

づき、過疎地域と見なされる区域に係る自立促進計画

を策定しようとするものであります。 

 具体的な内容でありますが、本計画の対象区域は山

形町であり、計画期間は平成22年から27年までの６年

間、事業については合併時に新市に引き継いだ旧山形

村の計画を基本として、精査、見直しを行い、産業の

振興ほか７項目に57事業を掲載した。 

 また、過疎対策事業債は充当率100％で、後年度の

元利償還金の70％が普通交付税の基準財政需要額に算

入される有利な起債であり、今年度の過疎対策事業債

の活用にかかわる手続上、今議会での議決が必要とな

るものであるとの当局からの説明がありました。 

 なお、当局から提出された資料によると、平成17年

から21年度までの全計画においては69事業を実施、総

事業費22億3,503万6,000円、そのうち過疎対策事業債

は10億760万円であったこと、また本計画においては

57事業、総事業費31億200万6,000円を予定しているも

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、平成22年から27年までの年度ごとの事業計画

について質したのに対し、平成22年度は、市道の改良

舗装事業など10事業に、約１億7,000万円の事業費を

予定している。また、平成23年度以降の事業計画につ

いては、事業の緊急度、優先度等を勘案しながら、毎

年度策定する実施計画に事業計上した後に確定するも

のであるとの答弁がありました。 

 次に、本計画に掲載されていない事業は実施できな

いかと質したのに対し、過疎対策事業債を充当する事

業を新たに追加する場合は計画の変更が必要となると

の答弁がありました。 

 次に、本計画と総合計画との整合性、さらに市民か

らの要望等をどのように吸い上げたのかとただしたの

に対し、現在策定中の後期基本計画と整合性を図るも

のであること、また市民からの意見、要望については

パブリックコメントを実施し計画策定に反映させたと

の答弁がありました。 

 そのほか、通学支援バス運行事業とソフト事業で実

施する予定の路線バス運行事業との関連、夢ネット事

業の有効活用、過疎対策事業債を活用するための手続、

国保山形診療所の医師確保などについて、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「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、本年10月１日に設置される雫石滝沢環境組

合を岩手県市町村総合事務組合に加入させること及び

当該組合に係る吏員その他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。 
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 当該組合の概要についてでありますが、ごみの共同

処理を行うため雫石町及び滝沢村が共同で設置し、管

理者は滝沢村長、事務所を滝沢村役場に置く一部事務

組合であります。 

 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、議案第13号「財産の取得に関し議決を求める

ことについて」申し上げます。 

 本案は、岩手いすゞ自動車株式会社久慈営業所から、

道路除雪の用に供する除雪トラック１台を2,173万

5,000円で買い入れようとするものであります。 

 具体的な内容でありますが、現在使用している除雪

トラックは平成６年式の10トンダンプ車で、購入から

16年を経過し、今後修繕等の経費の増大が見込まれる

ほか、除雪作業の安全確保等から新たに購入しようと

するものであると当局から説明がありました。 

 以下、審査の概要について申し上げます。 

 まず、入札の状況について質したのに対し、入札に

は８社を指名したが、３社が辞退、１社が不参加で、

終的に４社で実施したとの答弁がありました。 

 次に、除雪作業は危険を伴うことから、１人ではな

く複数の乗車が必要でないかと質したのに対し、１月

から３月まで除雪補助員を雇用し、２人体制で作業を

行っているとの答弁がありました。 

 そのほか、除雪作業に係る職員体制、オペレーター

の育成、除雪作業と道路維持補修の使用割合などにつ

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13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。 

 以上で言委員長報告を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第８号「過疎地域

とみなされる区域に係る久慈市過疎地域自立促進計画

を定めることに関し議決を求めることについて」、議

案第９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」及び議案第13号「財産の取得に関し議決を求める

ことについて」、以上３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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、議案第８号、議案第９号及び議案第13号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第５号、請願受理第26号、請

願受理第27号、請願受理第28号   

○副議長（濱欠明宏君）  日程第３、議案第５号及び

請願受理第26号から請願受理第28号までの４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）  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、

請願３件について、去る９月３日及び６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５号について現地調査

を実施したところであります。 

 初めに、議案第５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、日野沢小学校を平成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。 

 日野沢小学校は、学校再編の基本方針において第２

期再編対象校であることから、平成21年11月及び平成

22年３月に地区住民との懇談会を開催し、去る４月27

日に日野沢自治会長と日野沢小学校ＰＴＡ会長の連名

で、平成23年度から山形小学校への統合に同意する旨

の意思表示があったことから、平成23年４月１日に山

形小学校と統合しようとするものであるとの説明があ

りました。 

 審査の中では、まず日野沢小学校のいろいろなすば

らしい活動が統合によって山形小学校で生かされるの

かと質したところ、日野沢小学校では少年消防クラブ

やハナカジカの保護活動など特色ある取り組みをして

おり、ハナカジカについて両学校長は、山形小学校で
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引き続き取り組んでいきたいとの考えを持っている。

また、少年消防クラブについては消防団の指導で行っ

ていることから、子供会などの活動で続ける方向と聞

いているとの答弁がありました。 

 次に、地元の自治会、ＰＴＡに対する説明会等の経

緯と意見の内容について質疑があり、保護者に対する

説明を行った後、昨年11月25日に地区住民との懇談会

を開催し、本年３月16日には教育委員会の考え方とし

て平成23年４月の統合を打診したことを受け、去る４

月27日付で自治会長とＰＴＡ会長の連名による回答が

寄せられたものである。 

 懇談会ではさまざまな意見があり、135年続いた学

校なのでできれば存続してほしいという声もあったが、

来年度は児童数が５人となることから、児童の学習環

境や集団活動など教育環境を優先すべきとの考えから、

ご英断をいただいたとの答弁がありました。 

 次に、スクールバスの運行について質疑があり、現

在中学校にスクールバスが運行しているので、朝はそ

の１便で対応し、帰りについては小学校低学年と高学

年及び中学生で時間が違うことから、増便して対応し

たいとの答弁がありました。 

 そのほか、自治会とＰＴＡからの要望事項について

は、十分配慮してほしいとの意見があったところであ

ります。 

 採決の結果、議案第５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26号「義務教育費国庫負担制度堅

持及び負担割合二分の一復元を求める請願」について

申し上げます。 

 本請願は、国が平成18年に義務教育費国庫負担割合

を２分の１から３分の１に縮小したことや、地方交付

税削減の影響、厳しい地方の財政状況などにより、自

治体における教育予算の確保は困難となっているので、

義務教育費国庫負担制度の堅持及び義務教育費国庫負

担割合２分の１復元を求め、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、義務教育は政府の責任で対応するこ

とが眼目だと思うので、少なくても国の負担割合を復

元すること及び国の負担制度堅持は妥当だと思うとの

意見があったところであり、採決の結果、請願受理第

26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27号「教育予算の拡充を求める請

願」について申し上げます。 

 本請願の審査に当たっては、当局及び紹介議員の出

席をいただいて審査したところであります。本請願は、

国全体として教育予算をしっかりと確保、充実させて

ほしいというものであり、30人以下学級の実現を図る

こと、就学援助制度を拡充すること、教育予算の充実

のため国の予算を拡充すること及び教職員給与の財源

を確保、充実することを求め、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、新たな定数にかかわる配置計画の見

直し案について質疑があり、新聞報道によると、第８

次教職員定数改善計画案では、定数を来年度から８年

間で約２万人を純増し、40人が上限の１クラス当たり

の編成標準を35人から30人に段階的に引き下げるとし

ており、平成23年度から27年度までに小学校１年から

６年を35人学級に、26年度から28年度までに中学校１

年から３年を35人学級に引き下げ、さらに平成29年度

からの２年間で小学１、２年を30人学級にするという

内容となっていると当局からの答弁がありました。 

 採決の結果、請願受理第27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28号「保険で良い歯科医療の実現

についての請願」について申し上げます。 

 本請願は、政府の医療費、診療報酬抑制策によって、

全身の健康にとって必要不可欠な口腔機能を維持させ

る歯科医療の効能を生かしきるための歯周治療や義歯

治療が保険では十分できないことから、保険のきく範

囲の拡大と患者自己負担の軽減が図られるよう、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、口腔の健康は体全体の健康の基礎で

あるという点からも大事であり、患者が治療を受けや

すくするためにも窓口負担を軽減すべきという意見、

30年以上も基礎的技術の診療報酬が据え置かれている

こと、歯周病の治療や義歯治療の保険給付の対象外と

なっている治療が多く、保険がきかないことについて

の改善は必要だとの意見、口腔が健康になれば体全体

の健康にもつながり、ついては医療費の抑制にも及ぶ

のではないかという点からして、本請願は採択すべき

などの意見が交わされたところであります。 

 採決の結果、請願受理第28号は全員異議なく採択す

べきものと決しました。 
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 以上で委員長報告を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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「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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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。 

 次に、請願受理第26号「義務教育費国庫負担制度堅

持及び負担割合二分の一復元を求める請願」、請願受

理第27号「教育予算の拡充を求める請願」及び請願受

理第28号「保険で良い歯科医療の実現についての請

願」を採決いたします。以上３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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、請願受理第26号、請願受理第27号及び請願受理

第28号の３件は採択と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第11号   

○副議長（濱欠明宏君）  日程第４、議案第11号「財

産の取得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、城内仲

悦君、八重櫻友夫君の退席を求めます。 

    〔城内仲悦君、八重櫻友夫君退席〕 

○副議長（濱欠明宏君）  本案に関し、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件につ

いて、去る９月３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11号「財産の取得に関し議決を求

めることについて」申し上げます。 

 本案は、県営大川目圃場整備事業に伴い、農業用施

設及び農村公園の用地に供するため、久慈市大川目町

第26地割地内の土地8,910.76平方メートルを取得予定

価格2,495万128円で、久慈市土地改良区から買い入れ

ることに関し、議決を求めるものであります。 

 また、当局から、大川目地区圃場整備事業は平成13

年度に事業採択され平成14年度から工事に着手し、平

成22年度が事業の 終年度となり、この事業で生み出

されたいわゆる創設用地を取得し、農業用施設及び農

村公園に供しようという計画であること。１平方メー

トル当たりの単価は2,800円となっていること。取得

に係る事務手続は本年７月に不動産鑑定業務を委託し

た後、財産評価委員会に諮問し妥当であるとの答申を

受け、８月17日に圃場整備事業施工者である岩手県、

久慈市土地改良区、久慈市の３者で換地処分に係る創

設非農用地換地に関する仮協定を締結しており、議会

の議決を経て、土地改良法の規定に基づき換地手続を

行い、本年度内に所有権登記を予定しているなどの説

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、この圃場整備事業開始当初から、創設用地を

生み出し農業用施設及び農村公園に活用しようという

ことが計画されていたのかと質したのに対し、計画の

段階において、農地の減歩により創設用地を生み出し、

農業用施設、農村公園に供するという計画を持ってい

たものであるとの答弁がありました。 

 次に、取得しようとする土地の活用計画について質

したのに対し、農村公園については、県営事業の中で

今年度土地の整地を行い、またベンチ、記念碑の設置

等の整備を行った上で引き渡しとなること、また創設

用地の利活用については、大川目営農推進協議会、県、

ＪＡ、市による協議、さらにはアンケートの実施によ

る地元の意向等を踏まえ、本年度中に作成してまいり

たいとの答弁がありました。 

 次に、圃場整備事業に係る面積、事業費、対象者数、

減歩割合について質したのに対し、事業に係る面積は

85.1ヘクタール、事業費は13億2,500万円を見込んで

いる。対象者数は195人、また減歩については現時点

で７％ほどと、県北広域振興局農政部農村整備室から

伺っているとの答弁がありました。 

 そのほか、土地改良区の組織と役割、県営一般農道
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整備事業により整備された道路の構造などについて質

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。 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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「財産の取得

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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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。 

 城内仲悦君、八重櫻友夫君の入場を許可します。 

    〔城内仲悦君、八重櫻友夫君入場〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第４号、議案第６号、議案第

７号、議案第10号、議案第12号   

○副議長（濱欠明宏君）  日程第５、議案第４号、議

案第６号、議案第７号、議案第10号及び議案第12号の

５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。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５件について、去る９月

３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

は審査に先立ち、議案第４号、議案第６号、議案第７

号及び議案第10号について現地調査を実施したところ

であります。 

 初に、議案第４号「市営住宅等条例の一部を改正

する条例」について申し上げます。 

 本条例は、市営住宅の建てかえに伴い、栄町地区住

宅の項を削除し新たに寺里団地の項を加えようとする

ものであります。 

 審査に当たり当局から、昨年９月から寺里地区に建

てかえ工事を行っていたが、本年10月に完了見込みと

なり、今後発注予定の外溝工事も11月上旬の完了を見

込める状態であることから条例を改正するもので、住

宅の名称を栄町地区住宅から建物の所在地である地区

名を冠し、寺里団地へ変更すること。 

 住宅の附帯施設である児童遊園と駐車場を共同施設

として加え、住宅の所在地を久慈市寺里第30地割に改

めること、また栄町地区住宅に係る項を削除すること、

そして寺里団地の供用開始に合わせて12月１日から施

行しようとするものであるとの説明がありました。 

 審査の中では、室内での暖房機等の使用による結露

の発生について質したのに対し、結露が生じにくいＦ

Ｆ式暖房機用の給排気孔を設けているほか、室内を換

気するための設備が完備されており、結露防止が図ら

れているとの答弁でありました。 

 その他、共益費の対象となる共同部分の電気料等経

費の詳細や、移転希望者の状況等について質疑、答弁

が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第４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６号「門前雨水ポンプ場電気設備更新

工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについ

て」及び議案第７号「門前雨水ポンプ場機械設備更新

工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについ

て」の２件は関連があることから、一括議題として審

査したところであります。 

 以上２件について申し上げます。 

 両案は、門前ポンプ場設備更新関係工事に関し、電

気設備については向洋電機株式会社と２億3,462万

2,500円で、機械設備については株式会社ミゾタ仙台

営業所と１億4,910万円でそれぞれ請負契約を締結す

ることに関し、議決を求めるものであります。 

 審査に当たり当局から、当ポンプ場は供用開始から

31年が経過し、経年劣化による老朽化に伴い機械内部

の磨耗や配電盤の部品が劣化しているにもかかわらず、

交換部品が既に製作されていない状態など、機能に対

する信頼性が低下してきていることから、受変電設備

一式及び雨水排水ポンプ用電動機２台等の更新を平成

24年３月末までに行おうとするものであるとの説明が

ありました。 

 審査の中では、指名競争入札に当たってどのように

業者選定を行ったか質したのに対し、機械設備に関し
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ては工事内容が特殊であることから、本工事と同等以

上の工事経験がある岩手県もしくは東北地方に本社、

支店、または営業所を有する業者を９社、また電気設

備に関しては市内に本社、または営業所を有する電気

設備Ａ級業者を５社それぞれ指名し、適正に入札執行

しているとの答弁がありました。 

 その他、今後の市内ポンプ場の新設更新計画等につ

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６号及び議案第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10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。 

 本案の沢川２号線は、起点を門前第１地割117番６

地先、終点を門前第１地割112番８地先とする公共性

が認められる路線であります。 

 審査に当たり当局から、本路線の延長は99.5メート

ル、道路幅員は４メートルであること、また本路線は

市道沢川線にアクセスし、路線沿いに住宅が建ち並ぶ

道路であり、地域住民の利用度が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、現状未舗装である本路線の今後の整

備予定について質したのに対し、全体の市道整備の中

で、優先度や財政状況等を勘案しながら検討を進めて

いきたい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。 

 次に、議案第12号「財産の取得に関し議決を求める

ことについて」申し上げます。 

 本案は、キャタピラー東北株式会社久慈営業所から、

道路除雪の用に供する除雪グレーダ１台を2,236万

5,000円で買い入れをしようとするものであります。 

 審査に当たり当局から、今回更新しようとする除雪

グレーダは昭和48年式で37年が経過しており、老朽化

による機能低下等が著しいことから、作業効率の向上、

安全な通行の確保を図るため更新するものであるとの

説明がありました。 

 審査の中では、市が保有する除雪車の今後の更新時

期等について質したのに対し、除雪車の性能や財政状

況を勘案しながら検討を進めていきたいとの答弁であ

りました。 

 その他、指名競争入札に係る業者選定方法等につい

て質疑が交わされたところであります。 

 採決の結果、議案第12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。 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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「市営住宅等

条例の一部を改正する条例」、議案第６号「門前雨水

ポンプ場電気設備更新工事の請負契約の締結に関し議

決を求めることについて」、議案第７号「門前雨水ポ

ンプ場機械設備更新工事の請負契約の締結に関し議決

を求めることについて」、議案第10号「市道路線の認

定に関し議決を求めることについて」及び議案第12号

「財産の取得に関し議決を求めることについて」、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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、議案第４号、議案第６号、議案第７号、議案第

10号及び議案第12号の５件は原案のとおり可決されま

した。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 議案第１号   

○副議長（濱欠明宏君）  日程第６、議案第１号「平

成22年度久慈市一般会計補正予算（第２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

ともそれぞれ款ごとに説明を受け審議を行うことにい

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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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、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）  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13ページをお開

き願います。 
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 13款国庫支出金、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9,496万

5,000円の増、４目土木費補助金は、住宅リフォーム

奨励事業費の増に伴い地域住宅交付金50万8,000円の

増、この項は合わせて9,547万3,000円の増額を計上い

たしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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、２項県補

助金でありますが、２目民生費補助金は介護サービス

施設整備に伴い施設開設準備経費助成特別対策事業

1,080万円の増、ほか３件の増、合わせて1,945万

4,000円の増額、４目労働費補助金は、緊急雇用創出

事業3,153万6,000円の増、この項は合わせて5,099万

円の増額を計上。 

 ３項委託金でありますが、２目民生費委託金は自立

支援協議会地域移行基礎研修事業40万円の増額を計上

いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。18番城内

仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  ただいま説明ありましたこの

施設開設準備経費として、特別対策事業で補助金なわ

けですが、これは県単補助なのかですね。で、今回は

ひまわりさんの関係のその準備に充てるということで

説明あったんですが、これはどういう施設の場合それ

にはあるのか。 

 それから、県単の事業なのかね、それからその、こ

れまでもあったかと思うんですが、どういった事業に

充てられてきたのかお聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、ただいま

の施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金につ

いてお答え申し上げます。 

 これにつきましては、介護施設にかかわる整備を行

う事業者に対して、都道府県、岩手であれば県が行う

事業でございます。 

 この事業につきましては、平成22年３月１日から都

道府県が行うという制度化がなされておりまして、施

設を開設する事業者が開設までの運営をきちんとでき

るようにということで、県に事業の計画を出しまして

その承認を得てこの補助金が交付になるというもので

ございまして、先ほど議員おっしゃられましたＮＰＯ

法人ファミリーサポートおひさまが今回グループホー

ム小規模多機能の施設を計画しているところでござい

ます。 

 事業の内容等についてはまた県に、詳細の分は県に

また補助の申請をし、この後の経緯によって答申を得

てまた予算化していくということになりますので、ご

理解願います。 

○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  ３月１日に制度化なったとい

うことですが、そうしますとこれはこれ以降ずっと、

制度化なったということですからあるでしょう。それ

から、予算的にはどの程度予算化されてるのか、要求

があれば県はその追加しても出すのか、その辺の予算

規模等はどうなってるのかお聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  介護施設につきまし

ては、それぞれ市町村が介護を保険者になってやると

いうことでございまして、第何期何期ということで、

現在第４期を23年度までに施設整備をするという計画

がございます。なお、県におきましても同じような介

護保険の計画が、いわゆる総枠を決めた経過がござい

ます。 

 今、議員のほうからご質問ございました補助金の金

額の予算額についてはちょっと持ち合わせておりませ

んが、それらの計画に沿った事業について助成をする

ということになるものでございます。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  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４億88万2,000円の増額を

計上いたしました。平成21年度決算剰余金は６億

1,633万5,000円であります。したがいまして、繰越明

許費に係る繰り越すべき財源2,339万1,000円を除く補

正後の繰越金未計上額は9,206万2,000円となります。

以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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
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入でありますが、家畜診療収入58万円、企業間連携等

事業助成金29万8,000円、合わせて87万8,000円の増額

を計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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。 

○総務部長（菅原慶一君）  20款１項市債であります

が、４目土木債は、街路整備事業債1,710万円の増、

７目衛生債は元気の泉整備に係る保健衛生施設整備事

業債、これは借り換えとなりますけれども、２億587

万円を計上。この項は、合わせて２億2,297万円の増

額を計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、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）  14ページとなります。２

款総務費、１項総務管理費でありますが、５目財産管

理費は庁舎維持管理費85万円の増、財政調整基金の法

定積立金２億9,647万2,000円の増、合わせて２億

9,732万2,000円の増額、６目企画費は、地上デジタル

放送対策事業費9,841万3,000円の増、この項は合わせ

て３億9,573万5,000円の増額を計上。 

 ２項徴税費でありますが、２目賦課徴収費に市税還

付金400万円の増額を計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。１番梶谷

武由君。 

○１番（梶谷武由君）  この地デジの対策事業費、こ

れの内容をお伺いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  難視聴地域ございま

すけれども、このうちの15地区におきまして、共同の

施設をつくる、共聴の施設をつくるということの経費

でございまして、これにかかわるものの補正額を計上

させていただきました。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  地区名はどうでしょうか。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  予定しております地

区は、侍浜町本波地区、田子内地区、田子沢地区、宇

部町和野町地区、生平地区、宇部川原屋敷地区、山根

町芫ノ木地区、山根町保礼羅地区、小久慈町日吉地区、

小久慈町横合地区、小久慈町岩瀬張地区、生出町地区、

門前地区、長内町上長内地区、小袖地区、以上15地区

でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  市税還付金ですが、400万と

いうことでちょっと額大きいわけですが、内容につい

てお伺いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  市税還付金について

でございますが、これについては、法人市民税確定納

税額が予定納税済額を下回る法人に対しての還付金所

要見込み額の不足分ということで計上したものでござ

います。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  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）  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乳幼児、小

学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付事業費は、

給付対象拡大により343万3,000円の増、ほか１件の増、

合わせて383万4,000円の増額。２目老人福祉費は、介

護保険事務経費16万4,000円の増、ほか２件の増、合

わせて2,641万3,000円の増額、この項は合わせて

3,024万7,000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

は一人親家庭医療費給付事業費89万円の増、ほか２件

の増、合わせて920万5,000円の増額、16ページとなり

ます。３目児童福祉施設費は、へき地保育所運営費36

万円の増、この項は合わせて956万5,000円の増額を計

上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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項保険衛

生費でありますが、３目予防費は小児用肺炎球菌ワク

チン予防接種助成事業の創設による1,792万4,000円の

増及び子宮頸がんワクチン予防接種事業の創設による

1,114万円の増、合わせて2,906万4,000円の増額、４
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目環境衛生費は漁業集落排水事業区域内浄化槽設置整

備事業費277万2,000円の増額、この項は合わせて

3,183万6,000円の増額を計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。12番澤里

富雄君。 

○12番（澤里富雄君）  この小児用肺炎球菌ワクチン

並びにこの子宮頸がんのワクチンの予防接種について

でありますけども、この小児用については１回１万円

ほどかかるということ、それから子宮頸がんワクチン

については半年間に３回接種することが必要だという

ことで、５万円前後がかかると言われておりますけど

も、このそれぞれの対象者、あるいは１人当たりの助

成金はどれくらいを予定しているのかお伺いいたしま

す。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、ただいま

のご質問にお答えを申し上げます。 

 小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種でございますが、

平成22年度につきましては、助成対象者は２カ月から

５歳未満という年齢幅を持ちまして、1,575人を対象

としているところでございます。 

 それから、子宮頸がんワクチンにつきましては、当

該年度は中学３年とそれから２年生、合わせて388名

をその対象としているところでございます。 

 それから、金額につきましては、子宮頸がんにつき

ましては１人当たりで、３回というお話がございまし

たが、これはワクチンの金額にもよるところ、医療機

関にもよるとこでございますが、私どもは４万9,000

円ほどを子宮頸がんについては見ているところでござ

います。 

 それから、肺炎球菌のほうでございますが、１回当

たり9,000円を見込んだところでございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  ただいまの問題ですが、事

業内容はわかりましたけども、実施時期、その二つの

ワクチンの助成ですね、お聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、実施時期

ということでございますが、本日補正予算を議決いた

だきましたら早速に周知し、そして予防接種率を高め

ていきたいというふうに考えております。 

 より多くの方々にこの制度を活用していただき、健

康の保持に努めていただきたいというふうに考えてお

りますので、ご理解をお願いいたします。 

○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  今の問題ですけど、平成22年

度は例えばその小児用は２カ月から５歳未満、それか

ら子宮頸がんワクチンは中３中２が対象というふうに

なってますが、今後のその取り組み方の方向はどうい

うふうになってるのかお聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、まず 初

に、ご質問いただきました小児用肺炎球菌ワクチンの

予防接種に係る今後の予定ということでございますが、

キャッチアップといいますか、いわゆる多くの方々に

その機会を与えたいということから、先ほど申し上げ

ました２カ月から５歳未満について継続して実施をし

ていく予定でございます。 

 22年度に限らず、その後も５歳未満の方でやってい

ない方については、その機会が得られるという状況を

つくってまいりたいというふうに考えております。 

 それから、子宮頸がんワクチンの予防接種について

でございますが、まず当該年度は中学３年中学２年を

対象といたしまして、23年度翌年度ですが、中学２年

中学１年を対象に、そしてその翌年は中学１年小６を

対象とし、その翌年度から小学校６年生のみを対象に

実施をしていくという計画でございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  14番桑田鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  環境衛生費の漁業集落排水事

業区域内の浄化槽設置整備事業費についてお尋ねをし

ます。 

 いずれ今までポンプアップしておったのを、今度浄

化槽で処理するということで、その設置にかかる事業

費だと思うんですが、地区名と対象世帯数についてお

尋ねをします。 

○副議長（濱欠明宏君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  地区は、桑畑地区でご

ざいます。対象戸数は６戸でございまして、当初予算

で４戸措置しておりましたのが設置済になり、希望す

るもの６戸に対して助成いたしたい、そのように考え

てございます。 

 以上です。 
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○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 ５款労働費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ５款労働費、１項１目労

働諸費でありますが、久慈市雇用開発促進協議会補助

金73万1,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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目農業総務費は農村環境改善

センター等維持管理費７万1,000円の増、３目農業進

行費は交流促進センター設備改修事業費54万7,000円

の増、４目畜産業費は家畜診療事業費58万円の増、５

目農地費は県営圃場整備事業大川目地区創設用地取得

事業費2,500万円の増、ほか１件の増、合わせて2,745

万円の増額、この項は合わせて2,864万8,000円の増額

を計上。 

 ２項林業費でありますが、１目林業総務費は有害鳥

獣捕獲事務経費49万円の増、18ページをご覧いただき

たいと思います。２目林業振興費は、特用林産新規参

入支援事業費補助金128万4,000円の増、この項は合わ

せて177万4,000円の増額を計上いたしました。以上で

す。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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目商工業振興費は住宅リフォーム奨励事業費

130万円の増、ほか１件の増、合わせて159万8,000円

の増額、３目観光費は観光施設維持管理費62万5,000

円の増、ほか１件の増、２件の組み替え、合わせて

1,671万3,000円の増額、この項は合わせて1,831万

1,000円の増額を計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。１番梶谷

武由君。 

○１番（梶谷武由君）  この観光情報発信事業、この

内容についてお伺いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  久慈市観光情報発信

事業についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 これにつきましては、国の事業であります緊急雇用

事業、いわゆるその中の重点分野雇用創出事業を活用

いたしまして、いわゆるＦＭラジオ局を活用して久慈

市の市の情報や観光情報、あるいは特産品、あるいは

イベント等の情報発信を県内外に発信しようと、そう

いうことをしようとする事業費でございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  その場合の発信する基地とい

いますか、電波の発信する場所はどのくらい、例えば

山形町にも入るようになるのかどうかも含めてお願い

します。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  いわゆる放送が流れ

る地域ということだと思いますが、これにつきまして

はもちろん山形町も含め、久慈市内も含め、あるいは

県内もちろんのこと、あるいは県内外までの部分で放

送はされるものだと思っております。 

 発信をする施設を設置するかということでしょうか。

（発言する者あり）あ、はい。放送局は盛岡から発信

されるわけですけれども、現在もＦＭ放送聞こえてお

りますので、皆さんが聞けるようになると思っており

ます。 

○副議長（濱欠明宏君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  そうすれば、現在そのＦＭ放

送が聞ける地域は同じように聞くことができるという、

そういう理解でいいわけですね。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ただいまの件でございますが、

これは既存のＦＭ放送局に新たにこの事業を使って雇

用を発生をさせる。そうした中で、番組づくりの主眼

はこの久慈市並びに地域の情報を県内外に発信をする

と、こういう考え方が基本にあります。なおかつ、そ

の取材の基地、あるいは番組編成の基地は久慈市内に

設置をするということでございます。 

 その放送開始日等々については、下舘部長から答弁

をさせます。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興課長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  大変失礼いたしまし

た。ということで、今議会お認めをいただければ10月

の４日の月曜日から、12時から12時55分までの55分間
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の放送となります。 

○副議長（濱欠明宏君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  今のでちょっと、県内あるい

は県外をカバーするとなればＮＨＫか盛岡にあるＦＭ

岩手ですか、どちらかかと思いますが、その辺をこう

教えてもらうと今後の我々も宣伝するのに効果あるか

なと思ってますが、よろしくお願いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  委託先をしようとす

るのはＦＭ岩手となります。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  住宅リフォームの事業費が

1,300万の補正増なようですが、13件というふうに聞

いてますけど、この状況どうなっているか、見通し。

で、全国各地、県内でもこの住宅リフォームは非常に

評判が良くて、特に宮古なんかは非常に宣伝されます

し、隣の秋田県は県段階でやってることから、やって

ますが、久慈は早いほうですけども今回補正増13件と

いうことですが、この見通しですね。さらにその利用

が増えればさらなるその追加も当然考えているのかそ

の辺の見通しも含めてお聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  住宅リフォームにつ

いてのご質問にお答えをいたします。 

 今回、130万の補正をお願いしたところであります。

今年度もご案内のとおりでありますけれども、当初

500万ということで進めてまいりましたが、現在56件

の申請件数があったということで、今後、昨年一昨年

の今後の推移状況を見合わせたときに、今回補正した

額ぐらいの費用が必要となるだろうということで、今

回補正用のお願いを申し上げたところでございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  ２回しかやってないから、

３回だから、１番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  はい、すいません。先ほどに

関わってですが、発信する場所が現在、何ていうのＦ

Ｍが聞こえる場所が狭いわけです。例えば、山形町で

も聞こえませんし、山根町のほうでもそうですが、そ

の今後そういうその範囲を広げていく予定等があるの

かどうかお伺いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  情報通信網の整備に

つきましては、機会をとらえてそれぞれ各関係方面に

要請はしているところでございますけれども、これは

一朝一夕にはいかないということでございますので、

その点も含めてご理解いただきたいと思います。いず

れにいたしましても、ラジオ、テレビ関係の受信のエ

リアの拡大については、鋭意努めてまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  今のＦＭ放送に関わってです

が、いろいろ地元で発信するというような機材等持っ

てきているということなわけですが、将来は地元のＦ

Ｍ局をこう設置するような夢のある話に向っていくの

かどうかお伺いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  今回は、先ほど市長

のほうからもご答弁申し上げましたけれども、事業を

活用して緊急雇用の事業を活用できるということで、

ぜひともそういうものに取り組んでいきたいというこ

とですので、今後先々久慈市がＦＭ局なり局を用意し

て進んでいくかという部分については、今現在のとこ

ろ考えてないところであります。 

○副議長（濱欠明宏君）  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、１項土木管

理費でありますが、１目土木総務費は岩手県防災協会

負担金２万2,000円の増額を計上。 

 ２項道路橋梁費、２目道路維持費でありますが、組

み替えのため補正額の増減はございません。 

 ５項都市計画費でありますが、１目都市計画総務費

は下長内旭町線開通祝賀行事に係る都市計画総務事務

費35万円の増、２目街路事業費は広美町海岸線に係る

街路整備事業1,900万円の増、この項は合わせて1,935

万円の増額、20ページとなります。 

 20ページをご覧願います。６項住宅費でありますが、

１目住宅管理費は汚水処理施設維持管理費60万9,000

円の増額を計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。18番城内

仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  ５項の２の街路事業費の関係

ですが1,900万、これ今田屋門前の橋ですか、あの関

係街路が大分完成に近づいてると思うんですが、この
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関係はどの部分の予算なのかですね。何か、調査設計

というふうに聞いてますけど、どのような内容なのか

お聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  この街路事業の整備費であ

りますが、これは広美町海岸線のロイヤルパーク付近

の交差点、あれから国道281号久慈長内郵便局付近で

ありますが、その路線420メートルにかかわっての用

地調査等にかかわっての予備設計にかかわる業務、こ

れに充てる費用でございます。 

 以上であります。 

○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  そうしますと予備設計の予算

だということですが、そうしますと考えている完成年

度というのはいつごろを見通して動いてるのかお聞か

せください。 

○副議長（濱欠明宏君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  事業着手、できれば23年度

から考えておりますけれども、おおむね５年程度、27

年ころには完成を見込んでいるものでございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  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、２目非常備消防費は第10分団第２部の消防屯所

整備に伴い、消防屯所等整備補助金200万円の増、５

目災害対策費は映像伝送システム整備等に伴い、災害

対策事業費313万3,000円の増、この項は合わせて513

万3,000円の増額を計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。12番澤里

富雄君。 

○12番（澤里富雄君）  この消防屯所の整備補助金で

すけども、これはたしか１件につき200万が上限とい

うことでありましたけども、今回この10分団の２部と

いうことでもありますが、今この200万という金額が

少ないというような、10分団にも言われた経緯があり

ますけれども、そういう各分団そのような意見を持っ

てるようですけども、これを増額するような考えはな

いものかどうかお伺いいたします。 

○副議長（濱欠明宏君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  消防屯所の整備費にかか

わらず、いろんな各事業についての増額の要請等はご

ざいます。それで、いずれ消防費だけを特別扱いとい

うふうなわけにいきませんので、いずれその他の単独

の補助金と並べてみて、やはり均衡を保ちながら検討

していきたいとそういうふうに考えております。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  19番下斗米一男君。 

○19番（下斗米一男君）  今の答弁に関してですが、

私も近場の屯所を見て思うんですが、年々車両の性能

アップということで、大型化になってるわけですね。

現状の屯所に更新の場合、入らないというのが大方の

場所と聞いてます。 

 我が近場の11分団ですか、あそこも何とか早い機会

にきちんとした屯所を欲しいというような話も聞いて

ますが、そういう条件が変化する中で先例にならって

いうのがあれですが、だけの答弁では納得できません

ので、どうか今後とも現状に車両に合ったという、い

わゆる住民が安心・安全に暮らせるという前提で再検

討お願いしたいんですがいかがでしょうか。 

○副議長（濱欠明宏君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  11分団につきましては、

ポンプ車の長さを短縮して屯所に合わせたという事実

も重々承知してございます。いずれ今回の10分団第２

部木売内につきましては、今回は県道整備に伴って補

助金等と合わせて拡充するものでございますけれども、

いずれそういうふうないろんな工夫の面もありますけ

れども、今議員おっしゃったようなことについては現

場については私どもも重々承知しているつもりでござ

います。いずれそれらの現場のことも考えながら、そ

れは検討させていただきたいとは思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  ただいまの屯所の件に関連

しますけど、前にも私予算のときもそのような質問し

た経緯があると思うんですが、やはり全部の屯所、分

団見てもやはり200万というのは少ないです。特別扱

いでないにしても、特別扱いしてもいいと私は思いま

す。 

 市民の生命や安心・安全を考えれば当然だと思いま

すので、すみませんが市長の答弁をお願いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ただいまの議論200万、妥当

なのか妥当ではないのかとこういった議論であります
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けども、実は公民館類似施設等々に対する補助もたし

か同額200万であったというふうに思っております。 

 また、屯所建設に関わっての基本的な考え方という

ものは、消防車両これを愛護していく、守っていく、

そういった施設であるという位置づけであるというふ

うに思っております。 

 したがって、それに附随するさまざまな、例えば集

会施設、機能ですか、集会機能等を付加していくいう

ような場合には、やはりそこに住まいする方々が消防

協力会というような組織などを結成しながら、地域住

民からかん募していくと、つまり寄附金を集めながら

積み立てをしていく、そういったことも工夫しながら

これまでもやってきているわけであります。 

 したがって、これまでそういった経緯がございます

ので、それらとの均衡といったことについても私ども

は思いをいたしていかなければなりません。いつの時

点で、この200万という金額を変更するかについては、

市民の皆様方の、特にもこれまで整備してきた地域の

方々の理解といったものも得る必要があるものだろう

とこう思っております。そういったことも含めていろ

んな角度から検討は重ねてまいりたい、このように思

っております。 

○副議長（濱欠明宏君）  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、２目事務局費は日野沢小学校閉校

記念事業実行委員会補助金53万円の増額。 

 ２項小学校費、１目学校管理費及び３項中学校費、

１目学校管理費は、組み替えのため補正額の増減はご

ざいません。 

 ４項社会教育費でありますが、２目公民館費は公民

館運営管理費127万2,000円の増額、22ページとなりま

す。 

 ５項保健体育費でありますが、１目保健体育総務費

は全国ママさんバスケットボール交歓大会出場に伴い、

障害スポーツ全国大会等選手派遣費補助金26万円の増、

２目体育施設費は野球場建設基本調査事業費1,220万

円の増、この項は合わせて1,246万円の増額を計上い

たしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。14番桑田

鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  22ページの５項２目体育施設

費についてお尋ねをしたいと思います。 

 今回、この調査事業費が計上されたことによりまし

て、新しい野球場の建設を希望しておる多くの市民な

り、野球関係者の夢の実現に向けてその第一歩が踏み

出されたのかな、そういうふうに思ってございます。 

 たしか、一般質問のときの説明だったと思うんです

が、６カ所を選定して調査とのことだったと思うんで

すが、その６カ所の選定にかかる経緯、どういうふう

な基準等持って選定されたのか。一番の、あと市民等

の関心事だと思うんですが、その６カ所について現段

階で公表できるのであればお聞かせをいただきたいと

思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  先般の一般質問でお答え

したのは、６カ所以内で、今後選定していくものだと

いうふうに説明したつもりでございますので、現在具

体的な候補地が上がってるのではございませんのでご

理解をいただきたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  14番桑田鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  そうすれば、いずれ今後この

予算が通ればその後においてその６カ所以内で場所を

決めていろいろ調査等していく、そういうことでよろ

しいのですか。 

 あと、いずれその場所を選定するに当たっての考え

方等があると思うんで、そのことについてお尋ねをし

ます。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  ６カ所の件につきまして

は先ほど申し上げたとおり、今後６カ所以内で、きち

んと進めるということでございます。 

 それから、候補地の、その６カ所以内の候補地の選

定の要件といいますか、用地要件といいますか、につ

きまして、自然条件ですね、気象、地形とかあるいは

水系、それから社会条件では法規制についてとか、あ

とは土地利用状況、あるいは周辺公共施設の整備状況

とか、いろんな面から条件等を検討した上で、十分に

建設の可能性があるだろうというふうな候補地を現在

検討中でございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  今の野球場ですが、６カ所以

内ということですが、これはその選定をするためのど



－123－ 

ういうふうに進めるか、６カ所以内を選定するために

はどういうふうに進めていくかというのを一つはお伺

いしたいと思います。 

 もう一つは、委託調査ですからどういうのを調査す

るかということですが、その内容についてどういう委

託調査になるのかお伺いしたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  ６カ所の選定の進め方と

いうことでございますが、まず当教育委員会で原案と

いいますか、それを選定をいたしまして、それを庁内、

内部でまた協議して決定してまいりたいと思っており

ます。 

 それから、業務の内容ということでございますが、

まずこの業務につきまして、整備候補地を選定するた

めに、先ほど申し上げましたとおり自然条件とか地形

条件とかあるいは社会条件等を調査して、その適地選

定の条件整理というものを委託するものでございます。 

 それから、候補地の調査に当たりましては、先ほど

申し上げた気象、地形、水系等いろんな面について、

各条件等について、これも調査集計をしていただくと

いうふうなことで、成果品といたしましては概算事業

費、あるいは適地分析の結果等の比較検討の調書、そ

れから図面、附属説明等を成果品として出していただ

くというふうなことでございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  この６カ所の選定と庁内でと

いうような話なわけですが、これには外部は入らない

でやっていくのかということと、もしその６カ所以内

が決まれば建設する場合はその中でしか対応しないの

かということが１点。 

 もう一つは、調査の中には、その後の管理あるいは

建設手法等についても調査するのかどうかお伺いしま

す。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  先ほど申しました内部で

の検討ということでございますが、現在のところ外部

からの方をお願いするということは考えてはございま

せん。 

 それから、６カ所の中から選定するのかと、それ以

外はないのかというご質問でございますが、現在のと

ころその６カ所以内で決定してまいりたいというふう

に考えております。 

○副議長（濱欠明宏君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  それでは、小学校費に関連

してちょっと１点だけお伺いしたいと思うんですが、

教育委員会の小学校の再編計画、第２期計画の中で山

形の小学校の、来内を除く小学校ですけれども、これ

らが山形小学校に統合をされるとそういう方針が出て

いるわけでございます。 

 来年からは、日野沢小学校が統合になるということ

でございますが、この今現在統合先として決まってい

る山形小学校についてなんですけれども、これ鉄筋コ

ンクリートで築たしか38年ぐらい経過しております。

この山形小学校の新築というものについては、何らか

の検討がなされているかどうかお伺いしたいと思いま

す。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  山形小学校の新築につい

てでございますが、こちらにつきましてはまだ具体的

に、市の総合計画なりあるいは教育委員会の計画には

まだなっていないところでございますが、いずれ学校

全体の改築、老朽度等見ながら検討してまいりたいと

いうことでございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  山形小学校の校舎内を行っ

て、見学してみたことがありますか。あの校舎は、今

から20年ほど前、築18年の地点で大規模改修を行った

学校でございます。 

 それで、そのときにきれいにした、化粧を施した部

分については非常にまだきれいなわけでございますけ

れども、この改修工事の対象にならなかった校舎の半

分の部分については、かなり老朽化が進んでいるとい

うふうに私は見ております。 

 その辺のところを、よく現場を見て、そしてこの統

合というのはみんなを統合してから新しい校舎をつく

らなければならない。そういうようなことになると、

じゃあ生徒さんたちはどうするんだというなことも出

てきます。 

 こういう一つの統合というものを機会に、今の時点

であれば場所的な意味も踏まえれば位置は、もともと

中学校のあったほうの位置とか、あるいは北側の位置

とか、そっちのほうに校舎を建築すればスムーズにこ

の建築ができるんじゃないか、あるいは生徒たちにも

余り学習、そういう面での迷惑をかけないでそういう
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ことができるんじゃないかというふうに思うんですが、

再度ご答弁をお願いしたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  山形小学校の改築の件のご

質問でございますが、内容については今議員さんがお

っしゃるとおりというふうに私も認識をしてございま

す。平成２年に改築を一部してございますが、昨年度

でございますけども耐震工事も行っているというふう

なことでございます。 

 今後、統合を進めていくに当たって、そのことによ

って子どもたちもその学校に集まるというふうなこと

になりますから、そういったところを十分に加味しな

がら今後の財政状況等もしっかりと勘案しながら、改

築等に向けていろいろと検討を進めてを進めていかな

ければならないというふうな認識を持ってございます。

いずれそれ以外のと申しますか、他の学校等の状況等

それらも考えながら対応してまいりたいというふうに

考えてございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  ８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  野球場の関係、小学校のほう

に変わったところであれなんですが、野球場に関して、

市政懇談会あるいは市長への手紙、市長室解放等の中

で、どのような市民のこの野球場に関する意見等が寄

せられておるのか、１点目。 

 それから、野球場建設にかかわって市民の希望とい

いますか、意見をどのような形で反映させるのか、こ

れからその手法といいますか取り組み方についてお伺

いしたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  市長への手紙とか市

民との懇談会等での、そういう場での野球場の要望関

係あったのかというふうな骨子かと思いますけれども、

具体的な内容については出てきてないととらえており

ますので、その点でご了承いただきたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ２点目の野球場の建設にか

かわって、市民の希望をどういうふうに取り入れてい

くかというふうなことでございますが、これまだ現在

補正予算でお願いしてるとおり、候補地を選びながら

建設が可能かどうかというふうなことの調査を行うわ

けでございまして、それらがはっきりしてき次第にそ

ういったところは今後検討してまいりたいというふう

に考えます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  体育館の建設に関してです

けども、先ほど以来からその６カ所以内という（発言

する者あり）あ野球場、すいません。失礼しました。

野球場です。６カ所以内というお話が何回も出てきま

すが、６カ所以内ということは何かやっぱり根拠があ

るように思われますが、７カ所以内でも５カ所以内で

もいいと思うんですが、その辺の、恐らくそれなりの

場所等が頭にあってのことかと思いますけども、よろ

しかったらそこまで掘り下げて教えていただけば幸い

ですが。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  ６カ所の根拠といいます

か、ということでございますが、まずその箇所数が増

えれば調査費も増えていくというふうなこともござい

ます。また、少な過ぎてもこれまた比較検討ができな

いというので、６カ所程度というふうなことでござい

ますのでよろしくお願いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  第１点目は、小学校費ですが、

閉校補助金が53万円というふうになってます。たしか、

枝成沢も53万円だったと思うんですが、この基準を、

どのようになってるのかお持ちなのかどうか、基準が

ありましたら考え方お聞かせいただきたいと思います。

すべての規模にかかわらず53万なのかですね、規模が

変われば若干ふえるのかどうか含めてお聞かせくださ

い。 

 もう１点ですが、野球場の６カ所を決めていく中で、

教育委員会内部で検討して決めて庁内で決めるんだと

いうことでございます。今の答弁は。そうしますと、

その候補地を決める間に、例えば野球協会とかいろん

な外部の意見を聞かないままもう内部で決めてしまっ

て６カ所選定してもらうということなのか、その辺を

お聞かせください。 

 というのは、心配なのは、今まで久慈市は市民体育

館建てるにしても現在地に建てて、今駐車場で困って

いると。県レベルの会議が、大会があるともうまさに

駐車場が足りなくて大変な状況。先日の野球大会でも、

現在は下水道の用地を借りてつくってますけど、あの
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周辺の一体大変な混雑をしたというふうに聞いており

ます。 

 そういった意味で、本当にこういった公の施設を建

てるときにそこまでちゃんと想定してやっていただか

ないと、建ててから混乱が生じるということあるんで

すがその辺どうなのか、外部のことを全く聞かないま

ま庁内で決めていくのか。 

 もう１点は、今教育長の答弁でつくるかどうかを検

討するんだということを言いましたが、この調査費の

中でいわゆる予算規模の検討に入ると思うんですが、

そういう財源をどうするのかということも出てくると

思うんですけども、その辺も含めて今度の調査費の中

で出てくるのか、出てきた際に、詰める場合にその条

件について議会なり市民なりに明らかにしていくのか、

その点お聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  私のほうからは、市営野球

場の件についてお答え申し上げますが、まず一つは、

先ほどからご答弁申し上げてるように、現在の状況は

今補正予算でお願いしてるようにこの野球場の建設の

基本調査を行うと。その状況、その調査の結果を見な

がら、 終的に建設が可能なのかどうなのかを決定し

てまいるという状況なわけでございます。 

 今城内議員さんおっしゃった中で、この事業費、野

球場建設の事業費はどうなのかと。これについても、

その候補地となるべきところが決定されてくることに

よって、そこにどういった形状での、規模的なものは

どういったものが適当なのかといったことも出てくる

わけでございますから、その状況を見てまいらないと

ある程度の予算規模もその時点で決まってくるという

ことでご理解をいただきたいなと。 

 それから、もう一つは、確かにこれまでさまざまな

体育施設を建設した際に、駐車場が狭いと。例えば、

体育館の例をお出しになりましたが、そういったこと

も確かにございました。 

 そういった、これまでのそういったそのさまざまな

反省点と申しますか、市民からの要望、もっと駐車場

広いほうがいいとか、そういったさまざまなことがあ

りますから、それらも実際にこの野球場を建設するこ

とになった場合、それらを含めながらこの候補地等も

選定しながら建設の段に移っていくというふうなこと

になろうかというふうに思ってございます。 

 それから、野球場そのものというのは大体その施設

そのものの機能だとか、施設の内容自体がある程度は

決まっているものでございます。ですからそういった、

あとどういった、練習施設をどうするとかそういった

部分でございますから、それらについては今度は逆に

予算上その措置ができるのかどうかというところの議

論になるわけでございますから、それは計画ができ実

際に、これ予想でお話お答えするのは大変まずいこと

なんでございますけども、そういった場合にあっては

予算等の措置を構ずる段に当たって、議会等で議論い

ただく、ご審議をいただくということでなるかという

ふうに考えてございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  閉校記念事業に対する補

助金の考え方といいますか、基準でございますが、ま

ず今回53万でございます。内部の基準では、基本額を

30万としてございます。 

 そのほかに、児童生徒数に応じて、児童生徒数が１

人から10人の場合については１人当たり１万5,000円

と。11人以上になりますと、そちらにつきましては１

人当たり１万というふうな算定。 

 それからもう一つ、地区、学区内の人口に応じた部

分がございます。こちらにつきましては、１人から

300人までは１人当たり750円、それから301人以上に

つきましては１人当たり500円というふうな、そうい

った基準で補助してるものでございます。 

 それから、枝成沢さんの場合53万、これにつきまし

ては偶然同じ金額であったということでございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  一つは、場所の選定といいま

すか、選ぶのの決定はいつまでに行う予定かというの

と、先ほど城内議員からも出たんですが、例えばその

野球協会等から選定に当たっての意見等を聞くその予

定、そういうことについてはどのように考えているか

お伺いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  関連があれば９番と18番さ

んからも引き続き質疑をお願いします。９番、小倉建

一君。 

○９番（小倉建一君）  先ほど、調査内容で建設手法、

いろいろの手法あるわけですが、その辺の答弁がなか

ったと思いますので、それは内容に入ってるかどうか
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ですね。 

 調査内容に一定範囲使うのか、いろいろ手法等も、

調査の、1,200万ですから結構額大きいなあと思って

ますから、建設手法等も調査に入れてるのかどうかと

いうのを聞きたいと思いますし、これまでも野球場の

みの調査だよというようなふうに受け取っております

が、私は野球場も先行してつくってもいいわけですが、

そのほかにもいろいろの施設を年度計画で徐々に、将

来を見通した計画で進んでいくべきだと思っておりま

すが、その辺の調査にはそういう意味でも広い面積を

要するような調査が必要かと思いますが、その辺も視

野に入っての調査かというのをお伺いします。 

 もう１点は、この調査が終わった場合にはこの報告

書を公表するのかどうかをお伺いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  野球場にかかわって、８番

畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  野球場に関して、教育長のほ

うから先ほど、その野球場そのものはある程度の企画

があって、一つのパターンがあるという話だったんで

すが、私は野田のライジングですか、あそこの球場を

見てるんですが、すぐ下にサブグラウンドていうかな

り大きいグラウンドがあって、そして久慈工業高校が

あってということで、サブグラウンドをスポ小の野球

の試合とか、本球場のサブの役割を果たしたり、それ

から駐車場の役割を果たしたり、また久慈工業高校の

いろいろなスポーツのサブグラウンド的な役割も果た

すというようなことで、大変多角的な利用があってい

いなと思ってみております。 

 この場合は、例えば何回も質問なんかも出てるんで

すが、久慈東高校のグラウンドが狭くて、紅白試合の

ようなフリーバッティングとかできない状況にあると

いうふうな話も何回もされて、野球関係者からもいろ

いろ話を聞くんですが、そうした野球場だけでなくて

総合的に考えて球場の立地というものを選考をいただ

いたほうがいいのかなというふうに考えますんで、一

言お話をさせて。 

○副議長（濱欠明宏君）  ここまでで亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  野球場の件で数件のご質問

ございましたが、まず球場の件についてですね、現在

のところはこの候補地の選定等に当たっては、まずは

内部でいろいろと議論を深めながら絞り込んでいきた

いというふうに考えているところでございます。 

 それから、順番が、順序が逆、違いましたならご了

解いただきたいと思います。まず、サブグラウンド等

もある野田の野球場の例を取り上げての畑中議員のご

質問でございましたけども、確かに、それから小倉議

員からの件についても、野球場の機能だけではなくて

というところで同じご質問というふうに受けとめまし

たけども、その面でお答え申し上げますが、今回のこ

の補正予算でお願いしてますのは、球場のみの建設、

その調査費計上というふうなことでこの予算計上をお

願いしてるところでございます。 

 それで、その中では先ほど申し上げましたように、

現況把握であるとか適地の選定だとか敷地の分析だと

か概算工事費だとか、こういったことについてこの算

出するといったことが今回の目的になってるわけでご

ざいます。 

 しかし、この調査においては野球場だけそこにつく

ると、あと何もできないといったようなことは私は教

育委員会としては望んでいるものではなくて、できれ

ばそれ以外の競技施設等がその付近に配置できるよう

な状況であればなお好ましいなというふうに思っては

おります。 

 ただ、これについてはそのときの財政状況等もある

わけでございますから、そういった中で、将来的に検

討を必要だというふうなことになろうかというふうに

考えてございます。 

 それから、建設手法というご質問でございました。

建設手法というのちょっと私、具体的にどういった手

法かは今了知というか、その手法自体をよく理解して

おらないんですが、今回のその調査については先ほど

次長のほうからもお答え申し上げましたように、先ほ

どその、繰り返すようですけども現況把握だとか適地

の選定だとか敷地の分析、それから概算の工事費、そ

ういったところが主体になりますので、その辺のとこ

ろでご理解賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  場所の決定はいつになる

のかということでございますが、まずいずれ本議会が

終了次第、候補地を６カ所以内で選定いたしまして、

12月末を目標に１カ所ですね、優良候補地といいます

か１カ所に絞って検討してまいりたいということでご

ざいます。 
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○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  ２回目ですか。はい。今、教

育長が原案については内部だけで検討するというふう

に答弁したんですけど、これしかも今12月末までに決

めたいということですが、これぜひ外部からの意見も

受け付けるとかそういった時間帯、内部で検討するに

しても、関係者意見があれば聞きますよとか、そうい

うやっぱり胸襟を開いた形でのやっぱり対応してもら

わないと困るなというふうに思うんですが、その点や

っぱりそういう時間も、今９月10月11月３カ月強しか

ないわけですけども、いろんな市民の声があるわけで

すから、そういった意味ではこういったこともどうだ

ということについてはぜひ聞く耳を持っていただきた

いと。聞く場所なり、市長への手紙でも教育長の手紙

でもいいですから、そういった意味ではそういう機会

はぜひつくっていただいて、それらも含めて内部で検

討するとそうしたらわかりますが、そういった点でそ

の決定は柔軟な対応が必要だというふうに思います。 

 12月末に決定した場合に、６カ所についてはこうい

うふうに選定しましたという公表、ここはこういう条

件だというな形できちんとこう市民に対して示すべき

じゃないかなというふうに思うんですが、その点どう

なんですかお聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  場所のその選定に当たって、

外部の方を入れながら検討すべきではないかという。 

○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  検討してとは言ってない。聞

く。こういう意見がありますこういう場所があります

といったそういう聞く耳を持った上で、今ね、内部で

検討するというのをそういったことを得ながら内部で

検討するにしても、そういう聞く耳を持って対応して

ほしいということです。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  大変失礼いたしました。そ

ういったその市民の方々の声を聞きながら、その場所

等を選定してまいるといったようなことについては、

これまでもそういった耳を傾けながらやってきたとい

うふうには思ってございますが、いずれそういった今

のご忠告と申しますかそういったお話もございますか

ら、さらにそういったことに配慮しながら検討してま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

    〔発言する者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  野球場が建設することにな

るかどうか、これが決定されるということは大体どの

場所になるのかということが示すことになるというふ

うに考えますから、それが公表だというふうに考えて

ございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  ２番山田光君。 

○２番（山田光君）  ただいまいろんなこの調査の関

係でいろんな質問等々やってますが、私は亀田教育長

にぜひともこの場でしっかりと私どもに伝えていただ

きたいというのは、教育委員会そのもの野球場のこと

についてはもう一般の話も聞いてきてるんです。だか

ら知ってるはずですよ。だから、今までのことをきち

んと聞いてるから、そこをきちんとした上で調査に入

るということのそこを言えばいいんじゃないですか。

どうですか。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  答弁のことについてでござ

いますが今山田議員さんおっしゃったのと私は同じこ

とを言ってるつもりでございましたが、なお答弁につ

いてはそういったことを言うよう、そういったことで

ございますのでご理解いただきたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  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

旧費に市道久慈渓流鰻淵線の法面崩落に伴い、現年発

生単独災害復旧事業費550万円の増額を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 12款公債費、説明を求めます。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  12款１項公債費でありま

すが、１目元金は借り換えに係る地方債元金償還金２

億587万円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 



－128－ 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で第１条の質疑を終わります。 

 次に、第２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２条地方債の補正につ

きまして、表によりご説明申し上げます。６ページ７

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、保健衛生施設整備事業借り換えを追加するとと

もに、街路整備事業について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。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第７ 議案第２号   

○副議長（濱欠明宏君）  日程第７、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２

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、審議を行うことにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

 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、８、９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

金の保健事業分として556万5,000円の増額を計上いた

しました。 

 10款１項１目繰越金は、前年度繰越金951万5,000円

の増額を計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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）  10、11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、２目連合会負担金は、国保連負担金の確

定見込みにより４万7,000円の増額を計上いたしまし

た。 

 ３項１目運営協議会費は、負担金の確定見込みによ

り1,000円の増額を計上いたしました。 

 次に、８款１項保健事業費、１目特定健康診査等事

業費は、特定健康診査等未受診者対策事業委託料とし

て556万5,000円を計上いたしました。 

 11款諸支出金、１項償還金及び還付金、３目償還金

は負担金等の精算に伴う返還金946万7,000円を計上い

たしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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。18、

19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目雑入でありますが、40万円を増額

計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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）  20、21ページをご覧

願います。３、歳出でありますが、１款総務費、２項

１目研究研修費に10万円の増額を計上いたしました。 

 ２款１項医業費、２目医療用消耗機材費は、実績見

込みにより30万円の増額を計上いたしました。以上で

す。 
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○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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８ 議案第３号   

○副議長（濱欠明宏君）  日程第８、議案第３号「平

成22年度久慈市老人保健特別会計補正予算（第１

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、

審議を行うことにいたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定しました。 

 歳入歳出予算の補正、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３

号について事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 ８、９ページをご覧願います。２、歳入であります

が、５款１項１目繰越金は、前年度繰越金として80万

円の増額を計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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）  10、11ページをご覧

願います。３、歳出でありますが、２款諸支出金、１

項１目償還金は、交付金等の精算に伴う返還金80万円

を計上いたしました。以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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

久慈市老人保健特別会計補正予算（第１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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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９ 発議案第36号、発議案第37号、発

議案第38号   

○副議長（濱欠明宏君）  日程第９、発議案第36号、

発議案第37号及び発議案第38号の以上３件を議題とい

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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  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36号「義務教育

費国庫負担制度堅持及び負担割合２分の１復元を求め

る意見書の提出について」、発議案第37号「教育予算

の拡充を求める意見書の提出について」及び発議案第

38号「保険で良い歯科医療の実現を求める意見書の提

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〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、発議案第36号、発議案第37号及び発議案第38号

は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○副議長（濱欠明宏君）  以上で本日の日程は全部終

了いたしました。 

 これをもって本日の会議を閉じ、第23回久慈市議会

定例会を閉会をいたします。 

    午後０時10分   閉会   
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