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午前10時00分   開会・開議 

○委員長（宮澤憲司君） おはようございます。よろ

しくご指導お願いします。 

 ただいまから予算特別委員会を開きます。 

 当委員会に付された議案は、平成19年度各会計予算

10件であります。 

 議案の審査日程は、本日から14日までの３日間とな

っております。 

 この際、お諮りいたします。議案別の審査方法及び

審査日程区分については、その都度お諮りして進めて

まいりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第１号 平成19年度久慈市一般会計予算 

○委員長（宮澤憲司君） それでは、付託議案の審査

に入ります。 

 議案第１号「平成19年度久慈市一般会計予算」を議

題といたします。 

 お諮りいたします。第１条の歳入、歳出予算につい

ては歳入歳出ごと款別に、他の各条については条ごと

に説明を受け審査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〕 

○委員長（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、第１条歳入歳出予算の審査に入ります。 

 歳入、１款市税、説明を求めます。末﨑総務企画部

長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） それでは、第１条歳

入歳出予算について、事項別明細書によりご説明申し

上げます。 

 12ページになります。 

 歳入１款市税について順次ご説明申し上げます。 

 １項市民税でありますが、１目個人は11億688万

5,000円を計上、前年度予算比24.7％の増であります

が、主な要因は、所得税から市民税への税源移譲、定

率減税の廃止によるものであります。 

 ２目法人は、景気動向並びに各法人の申告状況など
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を勘案し、２億3,059万2,000円を計上、前年度予算比

15.7％の増となります。 

 市民税は、合わせて13億3,747万7,000円を計上いた

しました。 

 ２項固定資産税でありますが、１目固定資産税は17

億218万5,000円を計上、前年度予算比で7.2％の増と

なっております。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は６億

3,633万8,000円を計上、固定資産税は合わせて23億

3,852万3,000円を計上いたしました。 

 14ページになります。 

 ３款１目軽自動車税でありますが、各車種別の所有

状況を勘案し、7,409万5,000円を計上、前年度予算比

2.4％の増となります。 

 ４項１目市たばこ税でありますが、消費の動向など

を勘案し、２億900万4,000円を計上、前年度予算比

3.0％の減となります。 

 ５項１目鉱産税でありますが、採掘量の実績などを

勘案し156万8,000円を計上。 

 ６項１目特別土地保有税でありますが、税制改正に

伴い平成15年度以降新たな課税はしない見込みである

ことから、滞納繰越分８万1,000円を計上。 

 ７項１目入湯税でありますが、入湯客の利用状況を

勘案し866万4,000円を計上。 

 １款市税の予算計上額は合わせて39億6,941万2,000

円となり、前年度予算比２億9,956万円、8.2％の増と

なります。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。小野寺委

員。 

○小野寺勝也委員 市税について、これは個人、法人

合わせて２億5,000万の前年対比で増収になっており

ますけれども、説明をいただきましたけれども、この

中でいわゆる定率減税の関係に伴う増税額は幾らなの

かというのが一つ。 

 それから、いわゆる３兆円の所得税からの住民税へ

の転換ですね、これに伴って廃止になったのが所得譲

与税２億8,600万ですね。これ16ページあります。そ

れで減税補てん債3,020万ですか、これも廃止になっ

ていると、そうするとプラスマイナスで久慈市にとっ

てはどうなのか、その２点とりあえずお聞かせくださ

い。 

○委員長（宮澤憲司君） 晴山税務課長。 

○税務課長（晴山聰君） ただいまの定率減税にかか

わってのご質問でございますが、定率減税につきまし

ては、平成18年、19年で廃止ということになってござ

います。それで、平成18年度の分でございますが、平

成18年ベースで申しますと、定率減税5,100万ほどと

いうことで試算してございましたが、平成19年度にお

きましては、これにかわりまして税源移譲に伴う人的

控除の調整額というものが出てまいります。その調整

額でみますと大体4,800万ほどがかかわってくるとい

うことになってございます。一応見込みでございます

が、4,800万程度見込んだところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 増分については個人、法

人合わせて２億5,030万8,000円ほどになっております。

それと特別交付金、先ほど委員さんおっしゃいました

減税分にかわるもので特別交付金が３年間にわたって

交付されますが、それが1,454万8,000円、それから所

得譲与税の減が２億8,618万2,000円、それから特例交

付金の減が5,979万6,000円ということでございまして、

差し引きまして１億4,369万9,000円の減ということに

なってございます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 今の説明いただきましたけれども、

結局交付税措置の新しいやり方でこういう形で１億

4,000万と、結構な金額ですよね。そこで、これから

いわゆる地方交付税の算入に当たっての頑張る自治体

の交付の問題とか、算定方法にありますよね。今後具

体的に出てくると思うんですが、やはり地方がこうい

う地方交付税の相次ぐ減額ということになると本当に

大変な状況だと思うんですね。この点がやはり交付税

の持つ二つの機能ですね、やはりこれを堅持し、むし

ろ充実してもらわなければ困るという状況だと思うん

です。その点についての考え方について再度お聞かせ

いただきたいと思います。 

 それから、もう１点は、たしか岩手県地方税特別滞

納整理機構に久慈市も参加をしたということですよね。

それの主たる任務、機構の機能対応についてお知らせ

ください。 

○委員長（宮澤憲司君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 地方財政についての

ご質問でございますけれども、確かに二極化が進むと
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いったようなことがみられておりまして、当市におき

ましては例えば新型交付税では７割がふえるというよ

うな報道がなされておりますが、岩手県においては７

割近くが逆に減るといったような状況にある、その内

容についてはなぜそうなったのかということは承知で

きないというところでございますけれども、この税源

移譲が十分に私たちのような団体に行き届くような地

方財政調整機能といいますか、そういったものが必要

であるということを常々感じているところであります

ので、そういった点につきましては国の方に率直に意

見を言っていくべきだと思っているところでございま

す。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 飯田収納対策課長。 

○収納対策課長（飯田喜久雄君） 岩手県特別地方税

滞納整理機構の話でございますが、久慈市から職員を

派遣してございまして、現在職員を県に派遣してござ

います。 

 それで内容でございますが、三位一体の改革により

３兆円規模の個人住民税の税源移譲に対応するため、

県と市町村が共同でこの滞納整理機構を設置したとい

うことで、住民税と市町村税の税収確保対策を行うこ

とを目的としてございます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 滞納整理機構ですが、要するに住

民税の税額がふえると、総体がふえると、そうすると

滞納も懸念されると、したがってそれの対応というこ

とですか。 

 そこで、私は主にはそういうふうになると滞納に対

して法的措置といいますか、強制的措置を考えておら

れるのではないかと思うんですが、確かに担税力があ

って納めていないという点ではそういったケースも考

えられるというふうに思いますけれども、実際に担税

力がない、あるいは乏しい中で一概にそういう強制的

といいますか、法的措置といいますか、それで対処す

るというのはいかがなものかという思いもするわけで

すが、再度その辺についてお聞かせください。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 滞納整理機構の役目

というのは、確かに滞納額を減らすといったことにな

るわけでございますが、ただむやみに要は担税力のな

い人を対象にして税額を確保するということではござ

いません。いわゆる担税力のある人を対象にしてやる

というのが原則というふうに考えております。以上で

ございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 田表委員。 

○田表永七委員 ただいまの小野寺委員の質問に一部

重複いたしますけれども、私も収納率についてお伺い

したいなとそう思います。 

 個人とそれから固定資産税と収納率98％とそういう

予算編成の見込みといいますか、あるようですけれど

も、私はちょっと不安がないのかなと率直に思うわけ

です。つまり医療費、それからいろいろな保険料、そ

ういったものの負担増というものが非常に大きくのし

かかっている状況があるわけです。 

 それから、加えて納税意識の低下ということについ

ても私は不安を持つわけなんですが、そういった総合

的な状況を考えてみれば、収納率98％というのは大丈

夫だろうかと率直に私はそう思って今質問しているわ

けです。 

 具体的に３点質問いたしますが、98％を見込んだ根

拠、それから先ほどのやり取りにもありましたけれど

も、徴収体制といいますか、それをどのように新年度

考えているのか、あるいは３点目ですけれども、納税

貯蓄組合の指導とか、そういうところとあわせて市独

自の活動も含めて市民の納税意識を啓発するという活

動をどのように考えているのかと、こういう３点につ

いてお伺いいたします。 

○委員長（宮澤憲司君） 飯田収納対策課長。 

○収納対策課長（飯田喜久雄君） 収納率の98％が高

いのではないかというご質問でございますが、これは

毎年度予算で一応98％という数値を使ってございます

が、これは確かに現実の収納率とあわせれば高いので

はないかというのは事実でございますが、これは予算

でもございますし、努力目標の数値というふうにとら

えております。 

 あと徴収体制でございますが、現在の徴収体制とい

いますと臨戸、あと電話による督促とか、あとは納付

相談、あと還付金等による差し押さえ等を実施してい

るところでございます。 

 あと３点目の納貯の指導ということでございますが、

納税貯蓄組合現在177組合ございまして、各地区ごと

に組織、支部ごとの組織を組んでございまして、年に

２回啓発等を行って指導し、会議等を開催して指導し

てございます。以上でございます。 
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○委員長（宮澤憲司君） 田表委員。 

○田表永七委員 目標値というお話がありましたけれ

ども、私はやはり過去の実績からもっと堅実な数値を

掲げるべきではないかなと思っているわけですけれど

も、それはそれとして、最後３点目の納税意識の市民

に対する啓発活動ということについては、私は非常に

取り組みが弱いと常々思っているんです。具体的に言

いますと、地域によって格差はあるとは思いますけれ

ども、納税貯蓄組合の活動一つとってみても、決して

各納税者、各世帯に影響を与えるような納税意識の啓

発活動をしていないという例がかなりあるわけです。

私はそういうところをやはり補助金も出しているわけ

だし、もっとコミュニティが一丸となって、市財政に

ついての理解を持ったり、あるいは力はあるんだが納

めないというような社会的な傾向に対してやはりブレ

ーキをかけるといいますか、そういう活動を強化すべ

きであると、私はそう思うわけです。それについての

新年度に向けてのお考えをお聞きしたかったわけです。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） まず、98％の件なん

ですが、実は個人市民税でございますが、平成17年度

の収納率は97.74というふうに98％に近い数字で徴収

をしているところでございます。いずれ滞納をなくす

るためには現年度分の徴収をいかに上げるかというこ

とになると思います。したがいまして、先ほど課長の

方から98％努力目標値と言いましたが、やはりそれ以

上に努力する必要があるというふうに考えてございま

すので、この点はご理解をいただきたいと思います。 

 それから、徴収体制の件ですが、実は収納対策課職

員、課長、総括を含めて今徴収の方は８人、管理の方

もありますけれども、そのほかに徴収嘱託職員という

制度をとらせていただいてました。 

 それから、滞納整理機構の方に職員を派遣してござ

います。いずれそういった体制の中でほかの収納率の

向上、あるいはこの税の確保というのは実施していく

というふうな強い決意で18年度も取り組んできたし、

19年度もそういった方向で取り組んでいきたいという

ふうに考えております。 

 それから、納税貯蓄組合の件ですが、確かに体制的

に弱い面はあろうかと思います。しかしながら、納税

貯蓄組合の役割というのは、非常に我々行政としては

必要だというふうに考えてございます。いずれこれら

につきましては、納税貯蓄組合連合会等ともさらに連

携、協議しながら積極的な取り組みをしていくように

してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今、答弁あったんですが、徴収体制

強化されているというふうに答弁あったところです。

そこで、従前に議会でも私はチームを組んで対応すべ

きだという提案をしたことがあるんですけれども、そ

こで取り立てに偏るのではなくて、やはり制度を知ら

ない、例えば軽減できる制度もあるわけですから、そ

ういった点をきちっとその状況によってお知らせをし

ながらどうすればいいのかというのをやはり私はやっ

ていくべきだというふうに思うんです。その点がない

とやはりただ単に取り立て屋になってしまうし、それ

ではまずいと思うんです。その点が一つ。 

 それから、もう一つは先ほど97.74％と当該年度は

なっているんだというお話しありました。そういった

意味では多くの市民の皆さんは、納税は必要なことだ

というふうに思っていると思うんですね。その結果と

してそういう数字が出ていますから、ぜひ今の不景気

の中で納めたくても納められないという状況もあるわ

けですから、そういった点でのきちんとしたケアが私

は行政側に必要だというふうに思いますけれども、そ

の点でのしっかりした対応をしていただきたいですが、

その点お聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 納税にかかわって当

然収納対策課においては、納税相談、臨戸調査の際に

も、あるいは電話でも、あるいは納付相談に来られた

場合においても制度自体は啓発する、要するに対応す

るというふうな状況になってございますし、また税務

課においても申告時期になるとそういったことをお話

ししながらいかに我々としては税金を安く納めていた

だくか、要するに気分よく納めていただくのが我々行

政の役目だと思います。したがいまして、それらにつ

きましては、啓発を強め、周知を徹底していきたいと

いうふうに思っております。 

 それから、ケアの問題ですが、やはり確かに委員さ

んおっしゃるとおりだと思います。先ほどの話にも尽

きると思うんですが、いわゆるどうしても納められな

い人たち、早くやはり相談に来ていただきたい、その

ことによって滞納が要するに自分たちがどういうふう
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にして滞納をなくするかというのを考えるときでもあ

ると思います。そういったことで、いわゆる窓口は土

曜日もあけてございます。日曜日においてはあけてい

る日もございます。そういった状況でございますので、

どんどん相談にまず来てほしいというのが我々の考え

方です。そういった中でやはりこの滞納をどのように

してやっていくかと、どのようにして整理するかとい

うことを相談いただきたいというのが我々の考え方で

す。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今、その方向については答弁いただ

きましたが、そういった意味では市の広報についても

そういった点をきちっと市民に知らせるというのが大

事だと思うんですね。そういう点での今の部長の言っ

たことをわかりやすくお知らせしていくということも

私は重要なことだと思うので、１回やればいいのでは

なくて、その辺は制度的には何回となく言っていくと

いうことが大事だと思うので、そういった点での取り

組み方についてもお聞かせください。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 委員さんの言うとお

り市の広報、あるいはホームページいろいろあります。

そのほかにも納税貯蓄組合でもチラシを配布しており

ますし、そういったのを利用しながら活用しながら啓

発を積極的に早めに推進したいと思います。以上でご

ざいます。 

○委員長（宮澤憲司君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 質問の第１点は、地方交付税の減額

のことについてですけれども……。 

○委員長（宮澤憲司君） 市民税です。市税です。 

○戸﨑武文委員 それは後であれします。 

 個人、法人、固定資産、それから軽自動車税、この

滞納見込み額を合わせますと３億6,000万ぐらいにな

るわけです。現年度分については、収納率を98％と設

定し、先ほど努力目標であるということの話があった

わけですけれども、この滞納繰越分の収納率というの

は20％、これは非常に滞納分についての収納は面倒で

ある、大変なことだと、簡単にはいかないということ

のあらわれではないかなと私は解釈しているわけです

けれども、これらの滞納繰越分の徴収が収納が本当に

20％、20％、恐らくずうっと20％できていると思うん

ですけれども、この収納率の向上策というのはどのよ

うに考えているのか、やはり税の公平負担ということ

から考えれば、できるだけこの収納率をもっと高く設

定して何とか努力していただきたい、努力すべきでは

ないかなというふうに考えるわけですけれども、その

点について。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉新生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 滞納分の収納率の件

でございますが、以前は当市は30％という数字を掲げ

ていたというときもございます。しかしながら、実質

的にはそこまでいかなかったという実態の中で今現在

は20％というその数字を掲げさせていただいてござい

ます。 

 確かにこの部分につきましても、かなり収納関係は

滞納分については厳しい状況はご承知だと思います。

いずれ我々としては、20％ありきではなくて25％にも

なろう、そういったことを努力することが大事という

ふうなとらえ方で十分進めているところでございます。

いずれこの20％、少なくても20％を確保したいという

努力目標の中で考えてございますし、さらには市政改

革プログラムの中でも収納率の向上をやりましょうと

いうことで掲げさせていただいてございます。いずれ

そういったことでご理解を賜りたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 いろいろ滞納の要因というのは考え

られるだろうと思いますけれども、主な滞納の要因と

いうのをどのようにとらえているのか、お聞かせくだ

さい。 

○委員長（宮澤憲司君） 飯田収納対策課長。 

○収納対策課長（飯田喜久雄君） 滞納の理由という

ことでございますが、この中にはやはり生活困窮とい

うのが大きい要因を占めてございます。その要因、生

活困窮になった要因は何だということになりますが、

病気になって働けないとか、あとはリストラとか、仕

事はあるんだけれども、低所得になったという、あと

は営業不振とか、そういうのが主な原因となってござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、入湯税にかかわって１点

だけお伺いいたしますが、昨年大きなお金をかけてお

ふろを中心に設備投資をしたわけでございますが、当

然利用客がふえていると思うわけでございますが、こ
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こにおきましては予算で41万4,000円の増額を計上す

るわけでございますが、そこでお伺いしたいのは、去

年利用したのが何名ぐらいで、そして今年度は何名ぐ

らいの利用客を見込んでの41万4,000円の計上である

かということをお伺いいたします。誘客等については、

商工の部分でもいろいろ議論することがあろうかと思

いますので、その辺はお伺いしませんが。今、人数を

お伺いしたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 晴山税務課長。 

○税務課長（晴山聰君） 今年度の積算根拠でござい

ますけれども、宿泊につきましては4,610人ほど、そ

れから入浴客につきましては８万3,300人、回数券で

ご利用なさる方もございますが、この方々につきまし

ては、2,300人ほど。合わせまして９万210人を見込ん

だところでございます。その数値が866万4,000円とい

う数字になってございます。 

 それから、18年度、今年度の見込み数値でございま

すが、18年度のトータルでは入浴客の方々が９万

6,222人ということになってございます。宿泊の方に

つきましては、4,365人というふうになってございま

す。あと休憩利用とかそれから研修室の利用とか、そ

ういった方々を含めまして、トータルでは10万4,195

人のご利用があったところでございます。以上でござ

います。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 ２款地方譲与税、説明を求めます。末﨑総務企画部

長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 14ページの下になり

ます。 

 ２款地方譲与税、１項自動車重量譲与税であります

が、自動車の重量に応じ、国が課税徴収した収入額を

道路延長及び面積を積算基礎として譲与されるもので、

地方財政計画等を勘案し、前年度予算比0.6％減の２

億979万3,000円を計上いたしました。 

 16ページになります。 

 ２項地方道路譲与税でありますが、揮発油に対して

国が課税徴収した収入額を道路延長及び面積を積算基

礎として譲与されるもので、地方財政計画等を勘案し、

前年度予算比6.0％減の7,521万5,000円を計上いたし

ました。所得譲与税は国の三位一体改革により所得税

から市民税への税源移譲に伴い、廃止となります。以

上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款利子割交付金、説明を求めます。末﨑総務企画

部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） ３款利子割交付金、

１項利子割交付金でありますが、県民税利子割の57％

が市町村の個人県民税で案分して交付されるもので、

実績見込み等を勘案し、前年度予算比17.0％減の

1,220万9,000円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款配当割交付金、説明を求めます。末﨑総務企画

部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） ４款配当割交付金、

１項配当割交付金でありますが、県民税配当割の68％

が市町村に交付されるもので、実績見込み等を勘案し、

前年度予算比4.2％減の340万1,000円を計上いたしま

した。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、説明を求めます。末

﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） ５款株式等譲渡所得

割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金でありますが、

県民税株式等譲渡所得割の68％が市町村に交付される

もので、実績見込み等を勘案し、前年度予算比の

35.4％減の355万4,000円を計上いたしました。以上で

す。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 ６款地方消費税交付金、説明を求めます。末﨑総務

企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） ６款地方消費税交付

金、１項地方消費税交付金でありますが、地方税法に

より人口と従業者数を積算基礎として交付されるもの

で、実績見込み等を勘案し、前年度予算比1.2％減の

３億9,176万8,000円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。小野寺委
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員。 

○小野寺勝也委員 １点お聞かせください。 

 消費税の問題ですけれども、これは昨年からですか、

消費税の納税対象者が3,000万から1,000万に下がりま

したよね。それに伴っての当市への影響額というのは

どのぐらいになっていますか。 

○委員長（宮澤憲司君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） この地方消費税交付金に

ついては、県から示された数字によりまして、前年度

比5.8％増を計上したものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款自動車取得税交付金、説明を求めます。末﨑総

務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） ７款自動車取得税交

付金、１項自動車取得税交付金でありますが、自動車

の取得に際し、県が課税徴収した取得税額に95％を乗

じた額の10分の７に相当する額が市町村の道路延長及

び面積に応じて交付されるもので、実績見込み等を勘

案し、前年度予算比0.9％減の7,228万2,000円を計上

いたしました。 

 以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 ８款地方特例交付金、説明を求めます。末﨑総務企

画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） ８款地方特例交付金、

１項地方特例交付金でありますが、減収補てん特例交

付金の廃止に伴い、地方財政計画等を勘案し、前年度

予算比75.1％減の1,982万円を計上いたしました。 

 ２項特別交付金でありますが、減税補てん特例交付

金の廃止に伴う経過措置として平成21年度まで設けら

れた交付金で、地方財政計画等を勘案し、1,454万

8,000円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 ９款地方交付税、説明を求めます。末﨑総務企画部

長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 18ページになります。 

 ９款地方交付税、１項地方交付税でありますが、実

績見込み、地方財政計画等を勘案し、普通交付税61億

7,512万8,000円、特別交付税８億1,000万円、あわせ

て69億8,512万8,000円を計上いたしました。前年度予

算比1.3％の減となります。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 交付税の減額についてですけれども、

一つは市長は施政方針の中でも今後の本市の財政状況

のところで国庫補助負担金の縮減とか、あるいは地方

交付税総額の抑制が見込まれるということを予想して

方針演説の中でも述べているわけですけれども、一つ

は私たちが合併前に、合併することによって10年間は

交付税の保障がされるというような説明を受けたんで

すけれども、9,000万ぐらいの減額で考えているわけ

ですけれども、その辺が合併の特典みたいなものは実

際に生かされているのかどうなのかというのが第１点。 

 それから、これからもこの交付税の減額は続くだろ

うということを予想できるわけですけれども、そもそ

も交付税の減額というのは、先ほど意見の中にもあっ

たように、財政が厳しいところ、あるいは歳入が厳し

いところを調整していわゆる国民が全員平等な生活が

できるようにというそういうような趣旨があったと私

は思うんです、交付税の性格の中に。それをどんどん

減額するというのはこれはやはり地方としてこれをそ

のまま見過ごして、甘んじて受けるということは私は

まずいのではないかな、前に交付税の減額にかかわっ

て多分麻生さんのときだったと思うんですが、地方六

団体が共同行動を起こして前年度並みの交付税を確保

したという経過があるわけですよね。ですから、私は

県も同じように、あるいはよその市町村も同じように

交付税を減らされているわけですから、これからも減

らされていくだろうと予測しているだろうと思います

ので、やはりそういうようなところにブレーキをかけ

るために地方六団体が共同行動を起こしてこれを幾ら

かでも減らす、あるいは阻止できれば一番いいわけで

すけれども、そういうような考えは市長にあるかない

かということ、私はやるべきだと思うんですが、その

点についての考えを聞かせていただきたい。以上。 

○委員長（宮澤憲司君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 地方財政計画につい

てでございますけれども、これはいろいろと地方の声

を反映をしたと思っておりますけれども、19年度につ

きましては地方財政計画の規模は、伸び率が0.0％と
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いうことで、ほぼ同じ規模を確保していただけたと、

そして一般財源の総額につきましても、0.9％程度の

増ということになっております。ただ、その中におき

まして、交付税を計算する場合には、基準財政需要額、

どの程度の規模が適正かというところからまず一たん

計算をしまして、それから収入を引いた足りない部分

を委員さんがおっしゃるように交付税として交付され

るという仕組みでございます。その基準財政需要額を

算定する際に例えば先ほども申し上げましたが、新型

交付税を計算をいたしますと、3,600万ほど落ちると

いったようなこと、その基準財政需要そのものが

3,600万ほど落ちると計算をしているところでござい

ます。 

 それから、その合併に伴って幾ら交付税がふえたの

かということにつきましては、これは合併算定がえと

いうことでございまして、それぞれが前の自治体であ

れば当然一つの大きい自治体になりますとコストが落

ちるわけですが、それが例えば議員の数につきまして

も前の多い数で計算をするといったようなこと等をし

まして、需要額を足すといったものと、それから、１

個になった場合との差額、これは前の額を保障すると

いう内容でございまして、それは実際に計算がされて

おります。これによりますと、18年度の実際の額でご

ざいますが、この合併算定がえによりまして３億

6,670万8,000円、これが交付税の額として多くきてい

るという状況にございます。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 地方六団体につきま

して協調してそれは地方財政調整機能これが確保され

るように運動してまいりたい、要望してまいりたいと

いうことでございます。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 八木巻委員。 

○八木巻二郎委員 地方交付税について二、三お尋ね

をいたしますが、まず今、戸﨑委員からも発言があっ

たんですが、9,000万の減額計上ということですが、

これは地方交付税の上乗せいわゆる頑張る地方応援プ

ログラムで総額の２％を上乗せするということになっ

たようですが、これは結局総額から２％引いて頑張る

地方に応援するという趣旨でこの減額の内容に含まれ

ておるのかどうかという点。 

 それから、今月の初めに総務大臣がその頑張る地方

応援の関係で三鉄に乗ったと、久慈から宮古まで行っ

たということですが、そのなぜ大臣がここへ来たのか

ということについては、この沿線に頑張る地方が該当

する地方があったのかどうかと、ただ単に制度の説明、

あるいは意見交換だけだったのかとその点お尋ねいた

します。 

 それから、この沿線で三鉄が非常に苦しい赤字経営

を続けております。そして、沿線の自治体が負担金、

補助金を出すと、そしてこれを維持しておるという状

況なわけですが、ますますこの負担金が多くなるとい

うふうな状況だと思います。今回の予算書を見ても負

担金、補助金合わせて1,000万以上の計上がなされて

おります。そういったことで、この三鉄沿線の自治体

が頑張っておるからこれを総務省で上乗せ交付金で応

援するのかと、そういう話もあったのかどうか、ある

のかどうかということ。 

 それから、それに関連してこの久慈から宮古まであ

るわけですが、自治体、その中で合併しない村がある

わけですが、そういったこれから厳しい財政状況の中

で合併しないでひとり立ちをしていこうということに

なればそれぞれ頑張るわけですね。行財政関係本当に

頑張っているわけです。 

 例えば野田の場合、少子化対策、大きな新聞でも出

ました。それから、田野畑の場合、これは協働の村づ

くりということで財政を削減したいと、それから助役、

収入役を置かないんだということ、そういった行財政

改革をやっていると、それから普代も２人制を１人制

にしたというような、そういったことで、こういった

沿線の該当自治体で頑張っておるところにお墨つきが

あったのかどうか。 

 それから、市長はいろいろな面で頑張っているわけ

ですが、例えば団塊の世代の勧誘、あるいは夢ネット

事業、コミュニティ振興事業と頑張っておるわけです

が、久慈でもその頑張る地方として該当になる可能性

があるのかどうかと、その点お尋ねいたします。 

○委員長（宮澤憲司君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 幾つかご質問がありましたが、

その中で頑張る地方応援プログラム、このことについ

て、管総務大臣来久され、久慈駅から田老駅に向かっ

て行かれたわけでありますが、私も同乗をさせていた

だき、意見を交換させていただきました。そのときの

内容について私からお話をさせていただきたいと思い

ます。 
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 ８首長が同席をいたしました。その中には盛岡市、

それから住田町の首長もお見えでありました。沿線か

らは私と宮古市長さんともう一方でしたか、同席をさ

せていただいたのでありますが、その中でまず交付税

の一定割合を留保してこれを財源として頑張る地方応

援プログラムの財源とするとこういった内容でありま

したので、そのことに対しては、これはできれば別枠

で財源を確保していただきたいというのは２％という

ことになれば、総体の98％が各全国の市町村に割り振

られるとこういうことでありますので、このことにつ

いてはぜひもう一度再構築をしていただきたい、こう

いったお願いをしました。 

 それから、よく新聞報道等でありますけれども、そ

の頑張る地方を国が一定の基準でもって判定するのは

おかしいのではないのかとこういった議論もあるわけ

であります。ただ、さはさりながら国の方ではこうい

った制度、仕組みを構築をしておりますので、これを

使わない手はないということで、私どももそれぞれ提

案をしながら何とかプログラム導入に向けて取り組ん

でまいりたいものだというふうに思っております。 

 そうした中で、例えば旧久慈市時代から市政改革プ

ログラムいわゆる財政改革といったものに取り組んで

いるということ、それから企業の誘致等にも随分と努

力をしているということ等々、その地方自治体がどう

いった内容で提案をするかしないかといったその地方

自治体のいわば能力といったものもこれで試されると

いうふうには思っております。ただ、指標の中で頑張

っても頑張れない部分というのがあるのではないのか、

例えば出生率、これはいろいろな制度をつくっていっ

たとしても、実際に生み育てる方々がいなければその

出生率の向上ということにはつながってまいらない、

あるいは定住人口、交流人口という議論もされました。

定住人口の増はこれは明らかに数値として出てくるわ

けでありますが、交流人口といったものをどのように

してとらえるかといった議論もその中でなされました。

総務省の幹部の方は、これは観光客の動向を一つの算

定基準にしたいものだというようなお話があったので

ありますが、それに対して私どもは、その単なる観光

客の増ということであっては頑張る活力が出てこない

と、やはり交流人口というところをしっかり見ていた

だきたい、私どもの自治体では教育旅行といった形で

地域との交流の中でまさに都市生活者とのかかわりを

持ってきているのだと、これは明らかに単なる観光と

は違うのではないのかと、もう少しくその辺の指標と

いったものについて内部において議論を重ねていただ

きたいと、このようなことも申し上げました。これに

ついて大臣からは直接のお答えはなかったのでありま

すけれども、例えばということで、行財政改革を行っ

て学校等統合したと、そうなった場合に交付税の算定

が少し下がると、こういった不都合は直していきたい

ものだと、それから企業を誘致して例えば減免措置等

一定の措置を自治体がやったと、そこに対して何らか

の補てんというものを国も考えていかなければならな

いなと、そのような意見が交わされたところでありま

す。 

 いずれ先ほど申し上げたとおり制度として国が立ち

上げておりますので、この２％枠ですか、3,000万が

たしか限度だったと思うんですが、これを獲得のため

に頑張っていきたいというふうに現時点では考えてい

るところであります。 

○委員長（宮澤憲司君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 頑張る地方応援プログラ

ムの内容についてでございますが、基本的な枠組みで

ございますけれども、地域の特色を生かした独自のプ

ロジェクトを策定して市民に公表すると、それを総務

省のホームページで公表することとなっているもので

ございまして、このプロジェクトの募集年度は、19年

度から21年度までの３年間、これは特別交付税で措置

されるということでございますが、単年度で１市町村

当たり3,000万円を上限とされているものでございま

す。 

 次に、２つ目といたしまして、普通交付税に算定さ

せるということでございますが、行政改革指標や転入

者人口、それからごみ処理量や出生率、それら成果指

標を普通交付税の算定に当たって使用していくという

ものでございます。具体の内容については、19年度普

通交付税額決定までに検討すると、そういう中身でご

ざいます。 

 ３つ目といたしまして、現在経済産業省が検討中の

地域産業活性化法案というものに基づきまして、企業

立地促進にかかる地方交付税措置ということで、これ

については特別交付税において財政需要として算定す

るんだと、全国枠で300億円、これは20年度からの予

定ということで、この三つが主な内容でございます。
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今後内容が示されますので、それに基づきまして応募

し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。 

○委員長（宮澤憲司君） 八木巻委員。 

○八木巻二郎委員 先ほどのお尋ねで三鉄の問題も取

り上げましたが、お話を聞きますと具体的といいます

か、その制度の説明、あるいは意見交換にとどまった

ようなお話と受けとめましたが、これは市長の言うよ

うに頑張る地方には別枠で上乗せをすべきだというこ

とで、これは強く主張していいと思いますが、特に指

標の評価については、やはり地方によってなかなか頑

張っても頑張っても成果が出ない、そういったものを

どういうふうに評価するのかといったことで、いろい

ろ首長側からは反発が出ておるようですが、それはそ

のとおりだと思いますが、その具体的に三鉄の久慈か

ら宮古までの沿線の自治体でその上乗せに該当する自

治体があったのかどうか、それまで踏み込んだのか、

それから三鉄の負担金、補助金これについても要望を

したのか、その点についてお願いします。 

○委員長（宮澤憲司君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） まず、今、中居課長から答弁

をさせたとおり、具体的な事案については今後という

ことであります。それが第１点。 

 それから、したがって、各自治体に該当する自治体

があるのかということでありますが、今後ということ

になります。ですから、三鉄のことについて直接の結

論めいたお話はなかったのでありますが、これはむし

ろ菅総務大臣の方からお話がございまして、地域沿線

のこれは鉄路に限らずでありますけれども、足を確保

する、そういったことに努力する自治体についても配

意してまいりたいといった趣旨のお話はございました。

ただこれが直接に三鉄の支援に対することを認めるか

どうかといったところにまではまだ踏み込んでいなか

った、踏み込めない状況でありますので、ご理解をお

願いいたします。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 10款交通安全対策特別交付金、説明を求めます。末

﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 10款交通安全対策特

別交付金、１項交通安全対策特別交付金でありますが、

道路交通法の規定により納付される反則金を財源とし

て、交通安全施設の整備に向けて交付されるもので、

実績見込み等を勘案し、前年度予算比2.3％減の596万

1,000円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 11款分担金及び負担金、説明を求めます。末﨑総務

企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 11款分担金及び負担

金、１項分担金でありますが、１目農林水産業費分担

金に日野沢地区に係る県営中山間地域総合整備事業分

担金21万4,000円を計上いたしました。 

 ２項負担金でありますが、１目民生費負担金に身体

障害者施設費ほか６件合わせて２億5,729万4,000円を

計上いたしました。前年度と比較いたしまして1,332

万8,000円、4.9％の減となっておりますが、これは主

に園児数の減少等に伴う保育所運営費の減によるもの

であります。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。皆川委員。 

○皆川惣司委員 農林水産業費の分担金、県営中山間

地域総合整備事業の分担金の中身をお知らせ願います。 

○委員長（宮澤憲司君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） それでは、私の

方から県営中山間地域総合整備事業に係る新年度の負

担金の内容でございますが、これは日野沢地区で行わ

れております整備事業の受益者の負担分でございます。

その詳細で申し上げますと、圃場整備19年度は全工区

の換地事業がございますが、こちらの部分、金額で申

し上げますと322万2,000円ほどでございます。それか

ら、農業用用排水路、これは延長20メートルの整備の

107万4,000円、これが事業負担区分ごとにそれぞれ負

担が決まっておりまして、国・県・市、そして地元受

益者が５％ということで、この事業の５％の負担金が

21万4,000円になるところでございます。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今の２項の負担金の方ですが、民生

費負担金ですけれども、説明では園児の減だというこ

とでございます。一般質問でも議論あったところで、

いわゆる旧山形村での入所の扱いと新市になっての扱

いが違ったことでの減もあるのではないかというふう

に思うんですが、実際問題今度のその入所事務が始ま

っているわけですけれども、18年度実績と19年度の見

込みの中でのその差はどうなっているのか、それから、
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できれば定数割れ等がどのような状況というのか、お

わかりになればお聞かせいただきたい。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 児童数は、一番多

いときが実は少子化傾向にありながら平成16年度が一

番多い年でございました。その入所児童数の年間延べ

人数が１万5,178人です。今回この歳入として見込ん

だ常設保育所の入所児童数を年間延べ人数で１万

4,124というふうに見込んでおります。 

 あと入所の実態はどうなのかと、２月末段階で集計

した状況からいきますと、定数に満たっている保育所

は、今記憶では４カ所ぐらいだったというふうに記憶

してございます。 

 ただ、どうしても４月からいっぱいになるというふ

うではなく徐々にふえていると、いわゆる農業等が始

まりますと保育にかけるとか、預けたいとかというこ

と、あるいはいろいろな状況でだんだんふえていって

いるというのが実態でございますので、定数を満たす

保育園等も徐々にふえていくであろうというふうには

とらえてございます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 12款使用料及び手数料、説明を求めます。末﨑総務

企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 12款使用料及び手数

料、１項使用料でありますが、18ページから20ページ

の中ほどまでになります。それぞれ各条例に定められ

た使用料について実績見込み等を勘案し、あわせて

4,973万7,000円を計上いたしました。前年度と比較し

て131万1,000円、2.7％の増となります。 

 ２項手数料でありますが、実績見込み等を勘案し、

あわせて1,812万円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。桑田委員。 

○桑田鉄男委員 １項の使用料の農林水産使用料の農

村センターの使用料のところでお伺いをしたいと思い

ます。 

 以前は使用料ほとんどの地域の団体等についてもな

かったわけですが、その使用料が生じたということで、

使いづらくなったという声もあるわけでございます。

この使用料が生じたことによる利用の状況がどのよう

になっているのかについてお尋ねをしたいと思います。 

 地元のいろいろな団体等で農村センター等を使用す

る場合、ほとんどの団体の方が減免といいますか、無

料で使える状況だったのが有料になったということで

の利用の状況をということでございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 桑田委員、この19ページの

農村センターの全施設――農村環境改善センターとか

大川目のとか、その三つのことについて伺っているの。 

○桑田鉄男委員 はい。 

○委員長（宮澤憲司君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 農村センター等の利

用状況でございますけれども、主に公民館活動等が主

でございまして、その内訳資料等につきましては、調

査の上ご答弁申し上げたいと存じます。 

○委員長（宮澤憲司君） 桑田委員の質問に対する答

弁を保留をし、城内委員、どうぞ。 

○城内仲悦委員 衛生手数料です。狂犬病関係なんで

すが、これは注射自体を担当しているかと思うんです

が、県の保健所とのかかわり合いがありますよね。そ

こで、実はこういうことがあったんですが、飼い主が

いなくなったということで、県の保健所に引き取って

ほしいというふうにある犬をお願いしたら、最初はい

いという話だったんですが、その次その飼い主がいな

くてもそこにいる人がいればその人が持ってきて火葬

場の隣の犬の焼却場があるのでそこに持っていきなさ

いということだったんです。ところがその方は身障者

で持っていけないと、そしたら今度は便利屋を頼んで

持ってこいということなんですね。そうするとまた費

用がかかるということがあったんです。 

 これ実は野良犬とか放し飼いがあってそれについて

は県が対処しているんだけれども、飼い主がいなくな

ったときの対応について、いわゆる注射をしていれば

いいんですけれども、してないとなると狂犬病の関係

が出てくるので、その辺は飼い主がいるいないの点検

といいますか、その辺のことがきちんとやられている

のかどうか、以前去年までやったんだけれども、こと

し来ないと、しかし来ないけれども、その犬が存在す

るかしないかは飼い主がいなくなればそこが確認でき

ないんですよね。そこのところの業務がどのような形

で漏れないようになっているのか、去年来てことし来

なかったけれども、実態はどうなっているのかという

ことの追跡調査がなっているのか、多分そこの飼い主

がいなくなった時点ではなかなかその前後がつながっ

ていなかったような気がするんですが、その辺の手だ

ては実際はどうなっているのか、お聞かせをいただき
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たいというふうに思います。 

 もう１点は、商工使用料の地下水族科学館の４万

1,000円は何だったのかひとつお聞かせください。以

上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 犬の狂犬病の注射の

関係でのことでございますが、我々は今19年の１月末

現在で申し上げますと、2,900頭ほどの登録がござい

ます。そこで、この登録している人たちに対しまして

狂犬病の注射をしてくださいということでまず春に通

知してございます。また、そこでも注射をしない方が

いるわけでございますが、それは今度は秋にもやって

ございます。 

 なお、やらない人がいます。これにつきましては、

罰則規定等も確かにあるわけでございますが、そこで、

これらにつきましてどうするのかと、要するに注射を

しない、していない人たちの件についてどうするのか

ということについてさらに再調査をしてございます。

それでも要するに死亡したり、何なりするともう届け

出をしていただけない方が多いわけでございます。し

たがいまして、これらにつきましては要するにそうい

った手だてを踏みながら、そしてまた広報等を通じな

がら何とか本当に存在しているかどうかというだけで

も市の方に出してほしい、通知を出してほしいという

ことをお願いしているところでございます。いずれそ

ういったことについてやりながら未注射のないように

やっていきたいというのが実態でございます。以上で

ございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 先ほどの公民館の利用とい

うことで農村センターと併設になっているわけでござ

いますが、この件についてお答えを申し上げたいと思

いますが、これにつきましてはご指摘ように17年度か

ら減免規定等の内容を改正をしたところでございまし

て、例えば17年度実績で申し上げますと、大川目公民

館１万9,898人の年間利用でございます。それから、

侍浜公民館これが２万792人、それから夏井公民館こ

れにつきましては9,380人ということでございまして、

これは利用の人数の動きといいますか、この動向につ

いては大川目と夏井につきましては、ピーク時と申し

ますか、利用が多かった年度からは幾分減っていると

いうことでございますが、侍浜公民館につきましては、

年々ふえているという実態にございます。特に17年度

実績２万792人というのが従来から倍増近くまで利用

がふえているという状況になってございます。 

 それから、委員がいわば規定の見直しによって減免

規定等の見直しによっての動向はどうなのかというこ

とでございますが、これについては分析をしておりま

せんので、ご了承をお願いしたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは、地下水族

科学館の使用料についての質問にお答えを申し上げま

す。 

 これはもぐらんぴあの入館者の利便性を高めるため

に自動販売機を設置しておりますが、その使用料でご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 かなり吟味して追跡調査をしている

という答弁をいただきましたが、そこで、県の保健所

は先ほど言った対応をしていたんですけれども、市の

対応としてもそういったきちんと窓口を開いていただ

いて、そういった苦情なり名義人がいなくなった犬が

存在していたときの対応とか、そういったことについ

てやはりマニュアルでもいいし、いずれ窓口あります

よということについて狂犬病の担当は市なわけですか

ら、実際的な事務がだんだんおりてきて、最初は県だ

ったかもしれませんけれども、今は久慈市ですから、

そういった意味ではその事故が起きないようにすべき

だし、やはり飼い主がいなくなった犬について注射を

してないのが実態だと思うんですね。その犬がかみつ

いたとなると問題が起きるわけですから、そういった

点での把握とそういった苦情窓口きちんと立ち上げて

いただきたいので、その点お聞かせください。 

○委員長（宮澤憲司君） 稲村環境保全担当課長。 

○市民課環境保全担当課長（稲村憲一君） 今の質問

にお答えします。 

 苦情の窓口については、いい方法をいろいろ検討し

てみたいと思います。できるだけ対処したいと思いま

す。以上でございます。 

○委員長（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。末﨑総務企画部

長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 22ページになります。 

 13款国庫支出金、１項国庫負担金でありますが、１
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目民生費負担金は、国民健康保険基盤安定制度ほか11

件合わせて12億1,526万円を計上、前年度と比較して

1,621万4,000円、1.3％の減となりますが、主に障害

者自立支援給付費、そして生活保護費の減によるもの

であります。 

 ２目衛生費負担金は、老人保健事業520万5,000円を

計上。 

 ３目教育費負担金は、学校施設整備事業490万6,000

円を計上。 

 ４目災害復旧費負担金は土木施設災害復旧事業

3,285万円を計上。 

 国庫負担金は合わせて12億5,822万1,000円を計上い

たしました。 

 ２項国庫補助金でありますが、１目総務費補助金は、

市町村合併推進体制整備費補助金2,100万円を計上。 

 ２目民生費補助金は、婦人保護運営対策事業ほか６

件合わせて5,165万4,000円を計上。 

 ３目衛生費補助金は、汚水処理施設整備交付金895

万8,000円を計上。 

 ４目農林水産業費補助金は、漁港整備事業１億

1,750万円を計上。 

 ５目土木費補助金は、道路新設改良事業ほか４件合

わせて２億9,330万4,000円を計上、前年度と比較して

5,241万円21.8％の増となりますが、主に道路新設改

良事業の増によるものであります。 

 ６目教育費補助金は、就学援助ほか10件合わせて１

億5,900万8,000円を計上、前年度と比較して１億

1,572万1,000円、267.3％の増となっておりますが、

これは主に来内小学校改築事業、長内中学校移転改築

事業に係る学校施設整備事業の増であります。 

 24ページになります。 

 国庫補助金は合わせて６億5,142万4,000円を計上い

たしました。 

 ３項委託金でありますが、１目総務費委託金は、自

衛官募集事務ほか１件合わせて188万9,000円を計上。 

 ２目民生費委託金は、国民年金事務ほか１件あわせ

て1,048万8,000円を計上。 

 委託金を合わせて1,237万7,000円を計上いたしまし

た。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員 この委託金の３項委託金の総務費委

託金ですが、外国人登録事務というのがあるんですけ

れども、現在久慈市に在住している外国人の人数、そ

れから国別におわかりでしたらお聞かせいただきたい

と思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） ただいま数字持ち合

わせてございませんので、資料を取り寄せて答弁申し

上げます。 

○委員長（宮澤憲司君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） ただいま質問ございました

国別でございます。一番多いのが中国の131人の

64.5％、２番目がフィリピンでございまして31人、

15.2％、次が３番目でございますが、韓国・朝鮮27人、

13.3％、そしてアメリカ10人、4.9％この順番になっ

ております。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今、外国人の在住実態をお聞かせい

ただきましたが、いわゆるこういった在住している方

に対する市の窓口といいますか、中国語、あるいはフ

ィリピンは英語が通じるのかな、それから韓国、アメ

リカというふうにいらっしゃるわけですけれども、市

の窓口の対応としてこの問題がないのか、あるいは来

てもきちんとした対応ができているのか、その点の実

態についてお聞かせいただきたいと思います。 

 もう一つは、この衛生費補助金に直接関係があるか

どうかですが、汚水処理整備交付金とは直接関係ない

かもしれませんが、いわゆる生活排水のかかわりの中

で、合併浄化槽とか公共下水とかそういうのがあれば

漁集とかそういったところは排水が非常によくきれい

になっているんですが、そうでないまだそれが未整備

のところの排水対策について非常に夏場になるとくさ

いというのが実態があるわけですね。そこで、実はお

隣の軽米町ではＥＭ菌を使って、ＥＭという菌がある

んですが、これを希薄したやつを流し等で使うという

ことによって排水の水が改善されるというふうな状況

があるわけですが、そういった点ではそういった点を

積極的に活用してそういった生活環境、当面そういっ

た施設がおぼつかないところに対する……。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員、今のちょっと無

理なような感じがしますけれども。 

○城内仲悦委員 衛生費ですよ、衛生費補助金。そう

ですか。無理ならそれでいいです。次の機会でやりま

す。 
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○委員長（宮澤憲司君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 外国人の窓口対応で問題は

ないかというご質問でございます。これまでの状況を

見てみますと、研修で会社に来て仕事をするという部

分が多いわけでございますが、日本の会社の人が皆さ

んを連れてきてそれぞれ手続をしていくということで

ございまして、これまでに特に困難があったとそうい

う事例はございませんので、ご理解いただきたいと思

います。 

○委員長（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。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 24ページの中ほどに

なります。 

 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、民生委員推せん会ほか10件合わせて５

億925万7,000円を計上、前年度と比較して7,920万

4,000円、18.4％の増となりますが、主に障害者自立

支援給付費の増によるものであります。 

 ２目衛生費負担金は、老人保健事業520万5,000円を

計上。 

 ３目消防費負担金は、石油コンビナート等総合防災

訓練40万円を計上。 

 県負担金は合わせて５億1,486万2,000円を計上いた

しました。 

 ２項県補助金でありますが、１目総務費補助金は、

交通指導員設置費ほか２件合わせて１億2,624万7,000

円を計上。 

 ２目民生費補助金は、乳幼児・妊産婦医療給付費ほ

か18件合わせて１億191万8,000円を計上。 

 26ページになります。 

 ３目衛生費補助金は、浄化槽設置整備事業895万

8,000円を計上。 

 ４目労働費補助金は、出稼相談所事業180万円を計

上。 

 ５目農林水産業費補助金は、農業委員会委員手当ほ

か22件合わせて２億6,425万円を計上、前年度と比較

して4,443万7,000円、14.4％の減でありますが、主に

森林整備地域活動支援交付金と漁港整備事業の減によ

るものであります。 

 ６目商工費補助金は、石油貯蔵施設立地対策等交付

金ほか２件合わせて１億9,388万1,000円を計上、前年

度と比較して１億4,150万円、42.2％の減であります

が、主にまちづくり交付金の減によるものであります。 

 ７目土木費補助金は、下水道事業債償還基金費補助

金ほか１件合わせて903万4,000円を計上。 

 ８目教育費補助金は、放課後子ども教室推進事業

418万1,000円を計上。 

 28ページになります。 

 ９目災害復旧費補助金は、林業施設災害復旧事業

704万9,000円を計上。 

 県補助金は合わせて７億1,732万4,000円を計上いた

しました。 

 ３項委託金でありますが、１目総務費委託金は、人

口動態調査ほか10件合わせて１億2,372万9,000円を計

上、前年度と比較して6,878万円、125.2％の増であり

ますが、これは主に個人県民税徴収取扱費、そして参

議院議員通常選挙執行経費の増によるものであります。 

 ２目民生費委託金は、社会福祉統計ほか２件合わせ

て13万3,000円を計上。 

 ３目農林水産業費委託金は、家畜伝染病予防事務費

ほか１件合わせて４万9,000円を計上。 

 ４目商工費委託金は、自然公園施設管理費ほか１件

あわせて194万6,000円を計上。 

 ５目土木費委託金は、河川障害除去業務ほか６件合

わせて435万1,000円を計上。 

 ６目消防費委託金は、水門管理216万円を計上。 

 ７目教育費委託金は問題を抱える子ども等の自立支

援事業委託費ほか６件合わせて1,760万9,000円を計上。 

 委託金は合わせて１億4,997万7,000円を計上いたし

ました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。石渡委員。 

○石渡高雄委員 27ページの農林水産業費補助金の中

の６番の林業振興の森林整備地域活動支援交付金の件

ですが、金額が減ったというようなお話もございまし

たけれども、これまでの森林交付金は18年度までとい

うような記憶があるんですが、これはそのものなので

すか、それとも違うものなのですか。 

○委員長（宮澤憲司君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 森林整備地域活動支

援交付金の減額に伴ってのご質問でございますが、こ

の事業は、昨年度18年度に始まりまして、１万円とい

う支援交付金の額でございましたが、19年度からこれ

が5,000円に減額になるというふうなことでございま

して、制度の内容が若干変わってございます。いわゆ
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る新規につきましては一方で１万5,000円の補助を１

ヘクタール当たり支援しますよというふうなことでご

ざいまして、これは今後こういうふうな方向で事業が

続くものと、そのように認識をしてございます。以上

でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 石渡委員。 

○石渡高雄委員 この４分の３の県補助というのとか、

名称等を考えますと、14年度から始まって18年度で終

わる交付金と同じかなと思ったんですが、今の説明で

すと18年度からということですが、間違いないですか。

そして、これは何年まで続くものかあわせてお伺いし

たいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 正確な期間につきま

しては確認してお答えいたしますが、これはいわゆる

森林整備そのものではございませんでして、いわゆる

施業計画をつくる際に民有林等の現地確認いわゆる施

業計画のための調査等に充てる事業費でございまして、

その額が１万幾らが5,000円に変更になるというふう

なものでございます。大変申しわけございませんが、

正確な事業期間につきましては、後でお答え申し上げ

たいと存じます。 

○委員長（宮澤憲司君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 29ページの河川障害物除去業務につ

いてお伺いしますが、360万1,000円と昨年18年度と同

額の委託金なわけですが、昨年の大雨によりまして河

川の河川敷が大分障害物で見た目も悪いわけですし、

大雨が来たときにまたこれも災害等の原因になるかと

思っておりますが、特に久慈橋の下流の河川敷が非常

に障害物がたくさん残っているなと思っておりますが、

県の方に除去の増額を委託金でお願いできないものか

というふうに考えておりますが、質問いたします。 

○委員長（宮澤憲司君） 小倉委員、今建設部長ちょ

っとみえてませんので、入場してからお答えさせてい

ただきたいと思います。 

 城内委員。 

○城内仲悦委員 この３項委託金の教育費委託金の社

会教育、外里遺跡発掘調査事業1,200万なんですが、

これは多分大川目圃場整備関連の事業だと思うんです

けれども、具体的にはどういった対象の遺跡なのか、

一帯は大体そうなっているそうですけれども、その辺

の内容と、どのぐらいの期間要することなのか、１年

で終わるのか、あるいはどうなのかその内容をお聞き

します。 

○委員長（宮澤憲司君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 外里遺跡の関係でござい

ますが、ここは指定遺跡でございまして、今回委員お

っしゃったとおり道路の関係での発掘調査ということ

で、久慈地方振興局からの受託事業でございます。面

積は、1,620平方メートルを予定しておりまして、実

際発掘は６月から10月の期間に発掘を行いまして、そ

の後は資料整理ということで、２カ年にわたるものと

現在は承知しております。 

 以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 小倉委員の質問に保留をし

ておりました答弁をさせていただきます。嵯峨建設部

長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 河川障害物除去の状況

でございますが、これにつきましては例年やっており

ます二級河川の堤防等の草刈りの費用でございまして、

いわゆる久慈川下流、あるいは上流等にも流木が散乱

してございますが、これにつきましては県の方に除去

について要請してまいりたいというふうに考えてござ

いまして、この金額そのものを増額するというふうな

要望については、現在考えておらないところでござい

まして、いずれ二級河川のそういうふうな障害物の除

去については、要請してまいりたいというふうに考え

てございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

○委員長（宮澤憲司君） 石渡委員の質問に対する保

留答弁をします。中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 森林整備地域活動支

援交付金の事業期間でございますが、委員お話のとお

り平成14年から平成18年度までが当初の計画でござい

ましたけれども、さらに制度改正の上、先ほど申し上

げました支援単価等の改正をしながらさらに５年間延

長するというふうなものでございます。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 建設部長がお見えになったのてちょ

うどよかったです。 

 それで、今の先ほどの答弁に関連いたしますが、確

かに毎年草刈り分として来ているんですよね。そこで、

私以前から県にお願いしてくれということで、堤防の

のり面の補修、この間の雨でもものすごく路面から流

れて急勾配になっています。あそこを草刈りをしなけ
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ればいけないんです、私たちは。本当に危険です。だ

からあののり面勾配をあそこの途中のちょうどいいの

り面に合わせた形で――ところどころ掘れていますの

で、実態を見て対応していただきたいんですが、ご答

弁を求めます。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員、これは歳出の方

がなんか質問の趣旨が合うよう気がするんだけれども、

何となくちょっと違うような気がします。嵯峨建設部

長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） たびたび委員からはご

指摘をいただいているところでございまして、県の方

にも要請してございますが、いずれ場所によってはそ

ういうところも見受けられることもございますので、

これにつきましては県の方に要請してまいりたいとい

うふうに考えてございますので、ご理解を賜りたいと

存じます。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 15款財産収入、説明を求めます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 28ページの下の方に

なります。 

 15款財産収入、１項財産運用収入でありますが、１

目財産貸付収入は、教員住宅使用料ほか４件合わせて

1,163万3,000円を計上。 

 30ページになります。 

 ２目利子及び配当金は、財政調整基金利子ほか20件

合わせて238万5,000円を計上。 

 財産運用収入は合わせて1,401万8,000円を計上いた

しました。 

 ２項財産売払収入は、土地売払収入ほか２件合わせ

て2,000万2,000円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。小野寺委

員。 

○小野寺勝也委員 土地売払収入の2,000万、具体的

に物件というか、内容をお知らせください。 

○委員長（宮澤憲司君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 土地売払収入としまして

2,000万円計上しておりますが、この箇所については、

旧湊町市営住宅敷地等を考えているところでございま

す。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 16款寄附金、説明を求めます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 16款寄附金、１項寄

附金でありますが、１目一般寄附金に500万円を計上

いたしました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 17款繰入金、説明を求めます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 17款繰入金、１項基

金繰入金でありますが、１目財政調整基金繰入金は、

財源調整見込みにより5,000万円を計上。 

 ２目市債管理基金繰入金は、財源対策債等の償還に

向けて２億2,836万1,000円を計上。 

 ３目長寿と健康のまちづくり基金繰入金から32ペー

ジの７目平庭高原施設事業財政調整基金繰入金までそ

れぞれの事業の財源に充当するために繰入金を計上。 

 基金繰入金は合わせて３億2,553万円を計上いたし

ました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（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。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 18款繰越金、１項繰

越金でありますが、前年度繰越金１億3,000万円を計

上いたしました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（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。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 19款諸収入、１項延

滞金加算金及び過料は、市税延滞金ほか１件合わせて

200万1,000円を計上。 

 ２項市預金利子は、実績等を勘案し、歳計現金の預

金利子49万6,000円を計上。 

 ３項貸付金元利収入は、消費者救済資金貸付金ほか

５件合わせて２億8,640万円を計上。 

 ４項雑入は、32ページから36ページの中ほどまでに

なります。市税滞納処分収入ほか61件合わせて３億

5,560万4,000円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（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。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 20款市債、１項市債
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でありますが、歳入予算に計上いたしました各事業の

うち適債事業について、さらに国の地方財政対策を受

けての臨時財政対策分についてそれぞれ市債を発行し

ようとするもので、前年度予算比1.4％減の21億3,760

万円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。小野寺委

員。 

○小野寺勝也委員 市債の借入金についてお聞かせく

ださい。 

 過般の一般質問でもいわゆる金利５％以上の償還問

題が論議されたところでありますけれども、市債の発

行では金利５％以内ということになっているようです

が、昨今の実際の借り入れ金利、若干幅があると思う

んですが、どの程度になっているのか、お聞かせくだ

さい。 

○委員長（宮澤憲司君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 資料を取り寄せてご答弁

申し上げます。 

○委員長（宮澤憲司君） 小野寺委員の質問を保留し

まして、質疑を打ち切らさせていただきます。 

 次に、歳出予算に入ります。 

 まず、給与費明細書について説明を求めます。末﨑

総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） それでは、最初に各

般にわたります給与費等について、給与費明細書によ

りご説明申し上げます。 

 104ページになります。 

 初めに、特別職でありますが、表の一番下の比較欄

で申し上げます。 

 長等は共済費50万4,000円の減額、議員は13人の減

で、報酬3,572万7,000円、期末手当1,222万8,000円、

共済費221万円合わせて5,016万5,000円の減額、その

他の特別職は891人の増で、報酬746万9,000円、共済

費32万9,000円合わせて779万8,000円の増額となって

おりますが、これは主に各選挙における投票立会人等

の増によるものであります。特別職全体では4,287万

1,000円の減額となります。 

 次に、105ページの一般職、（１）の総括でありま

すが、前年との比較で申し上げます。職員数は９人の

減となりますが、これは職員の退職、そして採用によ

るものであります。給与費は１億516万3,000円の減で、

内訳は給料7,894万2,000円の減、職員手当2,622万

1,000円の減となります。共済費は2,875万9,000円の

減で、全体では１億3,392万2,000円の減額となります。 

 職員手当の内訳及び前年度との比較につきましては、

その下の表のとおりとなっておりますので、ごらん願

います。 

 106ページになります。 

 （２）給料及び職員手当の増減額の明細であります

が、給料は7,894万2,000円の減でありますが、その内

訳は普通昇給に伴う増加分118万3,000円、その他の増

減分として職員の新陳代謝等に係るもので8,012万

5,000円の減となります。職員手当は1,815万1,000円

で、その内訳は扶養手当等制度改正により68万1,000

円の増、その他の増減として職員の新陳代謝等に係る

もの1,883万2,000円の減となります。 

 107ページ以降につきましては、（３）給料及び職

員手当の状況であります。これは職員の給与水準をあ

らわしたものでありまして、職員１人当たりの給与の

ほか、初任給、級別職員数、昇給、期末勤勉手当等に

つきましてそれぞれの表に示してございますので、ご

らんいただきたいと思います。以上で、給与費明細書

の説明を終わります。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 １款議会費、説明を求めます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） それでは、前に戻っ

ていただきまして、38ページになります。 

 １款議会費、１項議会費でありますが、１目議会費

に２億2,082万4,000円を計上いたしました。前年度と

比較して4,243万8,000円、16.1％の減であります。以

上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員 議会費ですけれども、これは政務調

査費交付金が143万出て、いただいて私活動している

わけですが、この政務調査費問題について全国的には

領収書等を添付しないことで非常に問題になっており

ますが、当久慈市議会は申し合わせてきちんと領収書

等を添付して明快にやってきているわけですが、そう

いった点での久慈市議会がやっていることについてや

はりホームページ等できちんと全国に知らしめていく

ということが必要ではないのかというふうに思うんで

すが、その対応についてお聞かせいただきたいと思い
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ます。 

○委員長（宮澤憲司君） 亀田議会事務局長。 

○議会事務局長（亀田公明君） ただいまの政務調査

費に係る支出をしっかりとやっているんだといったこ

とをホームページ等でお知らせしていく必要性がある

のではないかというご質問だったというふうに思うん

ですが、これについては会派代表者協議会等でも協議

をしながらこれまでやってきたところでございますの

で、これらにつきましてもまた議員各位とそれぞれ協

議の上で決定し、対応してまいるのが最善だろうとい

うふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 この際、昼食のため休憩いたします。 

 再開は午後１時といたします。 

午前11時47分   休憩 

──────────────────── 

午後１時00分   再開 

○委員長（宮澤憲司君） 休憩前に引き続き、委員会

を開きます。 

 この際、歳入20款市債の小野寺委員の質問に対する

保留中の答弁を求めます。中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 借り入れ利率についてで

ありますが、財政融資資金の利率でお答え申し上げま

す。 

 年度の平均でございますが、昭和55年度は7.5％、

昭和60年度は6.05％、平成２年度6.55％、平成７年度

3.32％、平成17年度1.92％、平成18年度2.03％となっ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 歳出２款総務費、説明を求

めます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 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、10億

8,134万円を計上。前年度と比較して2,753万6,000円、

2.5％の減でありますが、主に職員給与費、総合行政

情報システム経費の減によるものであります。 

 40ページになります。 

 ２目文書広報費は、2,838万5,000円を計上。 

 ３目財政管理費は、50万円を計上。 

 ４目会計管理費は、456万7,000円を計上。 

 ５目財産管理費は、１億4,543万4,000円を計上。 

 42ページになります。 

 ６目企画費は、２億6,075万5,000円を計上。前年度

と比較して2,600万2,000円、11.1％の増でありますが、

主に地上デジタル放送対策事業費、地域コミュニティ

振興事業費補助金の増によるものであります。 

 ７目支所費は、各支所の維持管理費66万7,000円を

計上。 

 ８目交通安全対策費は、993万4,000円を計上。 

 44ページになります。 

 ９目諸費は、3,572万6,000円を計上。 

 総務管理費は、合わせて15億6,730万8,000円を計上

いたしました。 

 ２項徴税費でありますが、１目税務総務費は、１億

7,752万9,000円を計上。 

 ２目賦課徴収費は、7,156万7,000円を計上。前年度

と比較して2,596万8,000円、56.9％の増でありますが、

主に市県民税等賦課経費、46ページになります固定資

産税評価替経費の増であります。 

 徴税費は合わせて２億4,909万6,000円を計上いたし

ました。 

 ３項戸籍住民基本台帳費でありますが、１目戸籍住

民基本台帳費に１億1,446万8,000円を計上、前年度と

比較して1,896万4,000円、14.2％の減でありますが、

主に職員給与費、戸籍総合システム統合処理経費の減

によるものであります。 

 ４項選挙費でありますが、１目選挙管理委員会費は

1,319万円を計上。 

 48ページになります。 

 ２目選挙啓発費は52万1,000円を計上。 

 ３目市議会議員選挙費は6,377万円を計上。 

 ４目県知事及び県議会議員選挙費は3,014万5,000円

を計上。 

 ５目参議院議員通常選挙費は3,775万1,000円を計上。 

 50ページになります。 

 選挙費は合わせて１億4,537万7,000円を計上いたし

ました。 

 ５項統計調査費でありますが、１目統計調査総務費

は612万1,000円を計上。 

 ２目指定統計費は281万5,000円を計上。 

 統計調査費は合わせて893万6,000円を計上いたしま

した。 

 ６項監査委員費でありますが、１目監査委員費に

2,354万8,000円を計上いたしました。以上です。 
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○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員 41ページでございますが、広報発行

についてお伺いしますが、歳入の方で広報掲載広告料

25万4,000円が計上になっておりましたが、広報の発

行内容に幾らか変更があるかと思いますので、その内

容についてお伺いいたします。 

○委員長（宮澤憲司君） 髙栁まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（髙栁利久君） ただいまのご

質問いただきました広報掲載についてお答えいたしま

す。 

 広報掲載につきましては、19年度から広報発行経費

に係る財源の一部確保と紙面充実に対応するためとい

うことで、１日号発行に２枠、１枠4.5掛ける17.6で

ございますが、それを２ページ分１年分みたものでご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 中平委員。 

○中平浩志委員 43ページの地域コミュニティ振興基

金積み立てとふるさと活性化創造基金ですか、これ一

般会計予算の概要についての資料の中にもありますけ

れども、事業内容については全く一緒でなぜ別々にこ

の項を設けたのかその理由を端的にお聞かせください。 

○委員長（宮澤憲司君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ご指摘のとおりこの内容は同

一のものでありますけれども、その原資となるものが

合併特例債を用いての基金と自立支援交付金これを活

用してのものというふうにその財源が分かれておりま

すためにこのように組み立てているものであります。 

○委員長（宮澤憲司君） 田表委員。 

○田表永七委員 39ページ、総務管理費、１目一般管

理費ですね。行政連絡区長報酬というのが計上されて

いるわけであります。これにかかわって質問いたしま

す。 

 区長業務が去年、おととしあたりからですか、軽減

された経過があったと思うんですが、これから19年度

さらに区長業務が現行から軽減されるのかどうか、そ

れについてお伺いいたします。 

 それから、２点目、41ページ、これは一般管理費の

続きですね、岩手県青年海外協力隊を育てる会負担金

というのが説明欄にございます。この会の活動内容、

あるいは久慈市から現在海外協力隊に参加している人

がいるのかいないのか、いるのであればその人数、最

後に市はこの問題についてどのような考えをお持ちな

のかをお伺いしたい。 

 ３点目、45ページ、総務管理費の諸費ですね、防犯

灯設置・維持管理経費という記述がございます。これ

についてお伺いしますが、新しい設置場所について灯

数といいますか、箇所数といいますか、数でよろしい

んですが、それをお尋ねいたしますし、２点目として、

防犯灯の維持管理費負担のあり方について、見直しに

取り組んでおられると思っていますが、それが現在ど

うなっているのか、進捗状況をお伺いしたい。以上で

す。 

○委員長（宮澤憲司君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） ただいまご質問いただきま

した岩手県青年海外協力隊を育てる会についてのご質

問にお答えを申し上げます。 

 この会は県内の市町村等で構成しておりまして、県

内市町村においては23市町村が加入してございます。

主な活動内容といたしましては、青年海外協力隊に対

する普及啓発、あるいは派遣隊員の支援及び留守家族

等への激励等々を主な活動内容にしているところでご

ざいます。 

 それから、現在久慈市から海外に派遣されている者

がいるかという点でございますが、現在はいないとい

うふうにとらえてございます。 

 それから、当市といたしましては、この海外協力隊

等々の会からの要請等を受けまして、この募集事務等

につきまして市の広報に掲載するなり、そういった部

分の活動をしている、対応しているところでございま

す。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 私の方に２つほどご質問い

ただきました。まず最初の区長の配送する物品の数と

かそういう分の軽減の分でございますが、平成17年に

個人情報保護等の関係から、郵送に切りかえたという

部分で27％の報酬を減じて――医療費の通知とか、健

康診断の通知とか、交通災害共済、それから市税納付

等それぞれ郵送に切りかえた分で減になっているとい

うことでございますが、19年度新年度も何かあるかと

いうことでございますが、いずれふだん声が上がって

いるのは、余りにも部数が多いという部分でございま

して、できるだけ整理するようにという方向での努力

はしておりますが、特段19年度これをやるという方向

にはございません。常時の努力の中でなるべくまとま
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ったわかりやすい周知をしたいとこのように努力して

いるところであります。 

 それから、防犯灯の件についてご質問いただきまし

た。防犯灯は大変調査に時間手間取りましてご迷惑を

かけたところでありますが、昨年の10月18日で調査が

完了いたしておりまして、市内全部で新市3,700灯と

いうことでございます。その内訳でございますが、公

設分が2,648灯、民設分が1,052灯と公設分71.6％、民

設が28.4％とこういう内訳の結果を得ております。 

 それで、維持管理費の負担の関係で合併協議の際等

は18年４月１日から何とか移行したいということでい

ろいろお話ししてきたところもありますが、調査の結

果、公設分の2,648灯について77％程度が既に耐用年

数を過ぎていると、そういう関係から前の地域説明会

においても古い防犯灯を直してから移行してほしいと

いう要望、意見等多々あったところでありますが、そ

ういう関係で、新しく移行は現段階でできなかったと

いう結果でございます。 

 伴いまして、従来のやり方、平成17年度から新設分

につきましては補助制度移行しているわけでございま

すので、補助制度とそれから従来の公設は市の方の経

費で負担すると、民設は町内会、自治会等で負担して

もらうと、それを継続してまいりたいとこのように考

えております。 

 それから、新設した防犯灯がどれぐらいあるかとい

うことなんですが、地区別に申し上げますと、旧久慈

市街地ですが、８灯、小久慈地区が８灯、夏井が４灯、

宇部地区４灯、侍浜１灯、山根１灯、山形地区12灯合

わせて39灯、これが18年度の新設分でございます。以

上であります。 

○委員長（宮澤憲司君） 田表委員。 

○田表永七委員 私言い方が悪かったかもしれません

が、お伺いしたいのは、予算ですから19年度その新設

灯数といいますか、箇所をどのぐらい予定しているか

ということをお伺いしたかったわけです。 

○委員長（宮澤憲司君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 予算の見積もりの数でござ

いますが、新設灯数を25灯ということで考えてござい

ます。見込んでいるものでございます。以上でありま

す。 

○委員長（宮澤憲司君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、43ページにかかわって２

点お伺いいたしますが、第１点目は北奥羽開発促進協

議会の負担金85万円という金額的には非常に小さいわ

けでございますけれども、この協議会の自治体の構成

メンバーと現在どのような活動といいますか、協議会

の活動をなされているかということが１点目。 

 ２点目は、３圏域連携負担金100万円の予算計上を

されておるわけでございますが、私もこの事業には大

変期待して広域連携ということで非常にいい事業だな

と思っているわけでございますが、記者会見の資料に

よりますと、八戸市、二戸市との連携事業、その中に

音楽交流事業とか観光モニターツアー事業実施ほかと

あるわけでございますが、そこでお伺いしますが、こ

の100万円というのが３市それぞれ同じ予算であるか、

それともこれが久慈市の事業の分にかかわる予算であ

るかということをお伺いいたします。 

○委員長（宮澤憲司君） 菅原政策推進課長。 

○政策推進課長（菅原慶一君） ２点ご質問いただき

ました。まず、北奥羽開発促進協議会負担金の活動内

容でございますけれども、実は昨年繰越金が多くて負

担金が生じなかったものでございますが、昨年におき

ましては、例えば地域のマップ等を作成しております。

北奥羽につきましては、おおむね旧八戸南部藩の団体

がございまして、昨年は合併等がございまして、団体

数が25市町村に変更になってございます。 

 それから、３圏域連携事業に係る負担金のご質問で

ございますけれども、100万円お願いしておりますが、

これの内容につきましては、平成18年３回ほど首長会

議、そのほかに総務部長級で編成いたします調整会議、

それから部門別、担当等の部門会議の作業チームで編

成しておりますけれども、それらで３圏域が連携して

どのような事業ができるか、活性化に対してどのよう

な活動ができるかということを１年かけて研究してま

いりました。その結果といたしまして、報道等にもあ

りますが、６分野において検討を重ねてきた結果、ド

クターヘリとか、今議員さんからご指摘がありました

交流事業等が挙げられてきております。それで、事業

費を今年度中に見積もっておりまして、おおむね300

万円程度の事業で来年度活動したいというふうに考え

ておりますけれども、それで八戸市、二戸市、久慈市

の３市で同じように100万円ずつ負担を考えているも

のでございます。 

 それで、今後につきましてはその事業をさらに精査
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の上、おおむね６月から７月に予定されているという

ふうに聞いておりますけれども、またさらに首長等が

集まりまして、代表者６者が集まりまして、その事業

を精査の上、具体的な執行に移す、そういうふうな段

取りになっているものでございます。以上でございま

す。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 第１点は、先ほどの答弁で久慈市広

報に広告を掲載するということで２枠ということでし

たが、その広告を導入するといいますか、採択基準と

いいますか、何かあるのではないかというふうに思う

んですが、例えばこういうのはやらないとかあってい

いはずなんですけれども、その辺の採択基準が決めて

あると思うので、その内容をひとつお聞かせいただき

たいと思います。 

 もう１点は、地域コミュニティ振興事業補助金、こ

れは宝くじの方の3,100万なのかちょっとこれだと公

民館補助金になっていくと思いますけれども、この内

容ですね、18年度継続の案件なのか、それとも今言っ

た宝くじ関連でコミュニティ施設を建てることになっ

ているのか、その内容をお聞かせください。43ページ

の地域コミュニティ振興事業費補助金3,100万の内容

です。 

 それから、先ほど防犯灯設置の調査が終わったと、

既設公の分が2,648灯で71.6％、そのうちの77％が耐

用年数を超えているという話でした。この耐用年数超

えた分について市が責任を持って更新をした後に料金

体系を地域負担に変えていくということで理解してい

いのか、この更新がならないとまさに地域負担になっ

ていくわけで、この点がきちんと予算化されているの

か、この点の計画の内容をお聞かせください。 

 先ほどの新設25灯がこの欄の一番下に157万6,000円

とそれから防犯灯設置・維持管理費で1,018万あるわ

けですが、これ電気料も入っているかと思うんですけ

れども、この中で先ほど言った77％の耐用年数を加え

た分についての更新計画といいますか、予算がどうな

っているのか、お聞かせを願いたいというふうに思い

ます。 

 それから、選挙管理委員会にお聞きしたいんですが、

選挙が一斉地方選挙前半戦、そして参議院選挙とずっ

とことし選挙が続くわけですが、そこで、投票立会人

あそこの中には投票管理者、あるいは立会人、あるい

は事務担当の方々が配置をされているわけです。特に

立会人の方々は一般市民の方で、地区なり、あるいは

それぞれ地域から推薦されて朝から夜まで座っていな

ければならないという状況があります。そういうこと

で、一つは立会人について前半後半二つに分かれて人

数かかりますけれども、そういった形でひとつ考えら

れるのかが一つです。 

 それから、地域で人選する場合に高齢化といいます

か、もっと若い人を入れたいと思ってもなかなか地域

の事情で進まないという状況も苦情的に聞くわけです。

そういった中で、１人から前半後半分けることによっ

て人数がふえますから、若手の人も登用できるという

ことになってくるのではないかというふうに思うんで

すが、その点の改善がなされる方向が出ないのか、地

域で選ぶことについて選んでもらう方では何も言えな

いわけですけれども、そういった形の問題がちょっと

あるようですので、そういった点を改善する意味から

もこの前半後半に分けて立会人の方々の重責を少し和

らげるという方法がないのかどうかというその辺をお

聞かせいただきたいと思います。とりあえず以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 髙栁まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（髙栁利久君） 今の２点ほど

ご質問いただきました。まず１点目、広告掲載料につ

いてでございますが、こちらにつきましては要領で例

えば政治性とか宗教性、あと風俗営業等といったこと

を制限したいというふうに考えております。 

 あと２点目の地域コミュニティ振興事業費補助金

3,100万についてございますが、これは18年度から本

年度からスタートいたしました地域コミュニティ振興

事業と同じものでございまして、ふるさと活性化創造

基金積立金から3,100万繰り入れて補助するものでご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 防犯灯の件でございますが、

先ほど老朽防犯灯が多いというご回答を申し上げたん

ですが、19年度の予算でみますと100万円の計上をい

たしておりまして、40灯分を想定したものでございま

す。いずれ使えない状態の場合その都度対応していく

ものでありますが、この予算を使って順次修繕してい

きたいとこのように考えているところであります。 

○委員長（宮澤憲司君） 砂子選挙管理委員会事務局

長。 
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○選挙管理委員会事務局長（砂子勇君） ご質問いた

だきました選挙にかかわります立会人の件でございま

す。投票立会人の方々に対しましては、大変なご苦労

をおかけしているというふうにとらえております。一

方におきましてこの立会人の前半と後半の交代でござ

いますけれども、このやむを得ない事故等といいます

か、そういった場合においては、交代できる規定はな

いわけではございません。ただし、やはり選挙の適正

執行、適正管理という観点から申し上げますと、同一

人が望ましいという考え方でお願いしているものでご

ざいますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 この防犯灯の件ですが、19年度40灯

分100万円みたということでありますと、そうすると

先ほど2,648灯の77％が耐用年数を超えているんだと、

超えている中で多分40灯だけではないと思うんだけれ

ども、その辺はどういう計画で――40灯となると年数

かかるわけですが、更新しなければならない部分が何

灯あってどの程度の年数をかけて改善しようとしてい

るのか、改善した後の分からいわゆるあなた方が考え

ている、市が考えている料金体系に変えていくのか、

その点ちょっと明確でないのでお答えいただきたいと

いうふうに思います。 

 それから、立会人の問題ですが、確かに今答弁あっ

たようにその辺望ましいと思います。ただ、やはり１

日じゅう座っているというのはきわめてて苦痛なわけ

です。そういう点でなり手がないという部分が出てく

るし、それから男女構成、年齢構成についてもこの程

度の要請をしてこういった若返りを図ることで例えば

男女構成こうしたい、割合こうしたいということで要

請するとか、あるいは20代、30代、40代各だれかが出

してほしいとかということも私は必要ではないかと、

従来いわゆる高齢者がいることによってなかなか入り

にくいということもあったし、それから地域のお偉い

方がなれるとなかなか入りにくいということを言われ

たし、そういった事情を聞いた時代もありました。た

だ今はかなり男女構成も改善されて若い人もいらっし

ゃるし、そういった意味ではよくなっていますけれど

も、そういった点で前半、後半分けること、立会人、

あるいは投票管理者というそういう責任者もあるわけ

ですが、その責任者まではそうはできないにしてもそ

の立会人というのは複数あるわけですから、そういっ

た点でそういった方々の苦痛を和らげるという点と、

それから世代交代をスムーズに地域でやっていける点

を考慮すればそういった点も私はもう法的に別に違反

ではないと思うので、そういった点での研究をしてい

ただいて改善方を図っていただきたいというふうに思

うんですが、お聞かせを願いたいというふうに思いま

す。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） 私から防犯灯にかかわってご

答弁申し上げたいと思いますが、いずれ防犯灯につい

て平成17年度から新規設置分については、要綱を定め

ながら町内会の方にお願いをしているわけであります

が、いずれこれから現時点では今後についてそういう

方向で進めていきたいというふうに思っていますが、

その77％の老朽した防犯灯でありますけれども、77％

すべてが今すぐに改修しなければならない状況ではな

いわけでありまして、いずれそれぞれ把握をしながら

順次これは改修をしていくというふうなことでご了承

願いたいと思います。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 砂子選挙管理委員会事務局

長。 

○選挙管理委員会事務局長（砂子勇君） 投票立会人

の件でございます。今お話しございましたとおり立会

人の選任につきましては、地域のご推薦をいただきな

がら選挙管理委員会で任命委嘱しているところでござ

います。確かに１日じゅう座りっぱなしという状態は

そのとおりでございますが、そうした中にありまして

も昼食時間の確保等につきましては、配慮しながら対

応しているところでございます。 

 また、構成比の点でございますが、昨年３月の市長

選挙におきます構成比の状況を申し上げます。男性と

女性の割合は、男性60％、女性40％でございます。さ

らに年代でございますが、20代が３％、30代７％、40

代18％、50代30％、60代30％、70代が11％というよう

な構成になっております。この点につきましては、地

域の方に推薦依頼する際におきましては、できるだけ

男女の比率の部分、あるいは各層の年代の部分につい

ては配慮をいただくよう要請しているところでござい

ます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 第１点は、今年度平成18年度に一般

職の職員の給与のあり方について見直しをして今実際
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に進めているわけですけれども、私の感覚からいきま

すと、一般職ももちろん厳しい財政状況の中で見直し

をするということについては仕方ないかもしれません

が、その前にやはり率先して特別職の報酬とか、給与

とか、そういうようなものについてやってその次に一

般職というのであれば私は順序として納得し、いたし

方ないかなと思うんですけれども、その逆になって一

般職の方の給与のあり方についての見直しは今年度や

って進めているわけですが、この特別職報酬等審議会

委員報酬というのを６万円計上しているんですが、こ

の額からいえば恐らくそういうことを検討する会合に

はこの額からいえばならないのではないかなと大体推

察はできるんですが、その特別職の報酬とか、給与の

あり方について見直しを検討するつもりがあるのかな

いのかということが第１点であります。 

 それから、第２点目は、きのうだかおととい、国の

補助金が不正に使われておったということがテレビの

報道で出てきたんですけれども、このいろいろな団体

とか、あるいは事業を活発に推進していくためには補

助金というのは私は絶対なくてはならないものだとは

思いますが、それが交付の申請を受けてから交付の決

定までの間にどういうような経過をたどって補助金の

交付決定がなされるのか、それからその決定された補

助金が目的に合ったような使い方をされているのかど

うなのかということをやはりきちっと確かめる必要が

あるだろうと思うんですが、そういうような点につい

てどのようになっているのかということについてお伺

いします。 

 それから、第３点は43ページですけれども、夢ネッ

ト事業費として計上されている部分があるんですが、

その内容、どのような内容の事業なのかということと、

それから私はもっともっとこの夢ネットについては宝

の持ち腐れにならないようにどんどん活用策を促進し

ていくべきでないかなと思うんですけれども、その点

についての考え方を説明していただきたいということ。 

 それから、最後になりますが、47ページ、先ほど滞

納について意見を述べたわけですが、市税納付促進業

務経費という項目があるんですが、その中身とその下

の市税還付金というこれどういうものなのか。以上に

ついてお願いします。 

○委員長（宮澤憲司君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 特別職の給与につい

てのご質問にお答えをいたします。 

 特別職といいましても大変多くの種類があるわけで

ございますが、三役、教育長までの部分につきまして

は、先日の一般質問でもお答えをいたしましたとおり

合併時にも10％、８％といった額を減額しているとこ

ろでございます。 

 また、ただいま区長報酬につきましてもご質問がご

ざいましたが、それらについてはそれぞれの事情を踏

まえてまた別個それに改定をしているといった状況に

ございます。 

 そして、一般職の職員の給与につきましては、これ

は人事院勧告に基づいて、また特別職とは別の仕組み

によって減額しているものでございます。それが人事

院勧告によらない方で減額するということになってき

ますとまた別な話になろうかと思いますが、今の段階

では人事院勧告にのっとって改定をするという姿勢で

おりますので、そこの点につきましてはご理解をいた

だきたいと思います。現時点では改定をするというこ

とは考えていないところでございます。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 補助金にかかわってのご

質問にお答え申し上げます。 

 補助金の交付規則に基づきまして事務処理がなされ

るわけでございますが、まず団体から補助金の申請が

ございます。それを内容を書類審査いたしまして、そ

の交付の目的なり成果等について書類審査し、交付決

定がなされると、そしてそれをもとに団体では事業を

執行し、事業終了後に補助金の請求書類が提出される

と、そして請求された書類に基づいて審査し、そして

支払いされると、そういう事務の流れになってござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 澤里政策推進課情報化担当

課長。 

○政策推進課情報化担当課長（澤里充男君） 夢ネッ

ト事業費の内訳でございますが、まず夢ネット事業費

2,242万5,000円計上させていただいておりますけれど

も、この経費につきましては、維持管理経費となって

ございます。内訳でございますが、まず架設柱の改修

等にかかわる移設経費及び光ファイバー網の保守経費

が263万4,000円、そのほかネットワーク保守、さらに

はシステム運営支援業務の委託料といたしまして
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1,404万3,000円、さらに架設電柱等の使用料でござい

ますが、572万1,000円ほどの内訳となっております。 

 それから、ネットワークの活用についてのお尋ねで

ございましたけれども、ネットワークの活用につきま

しては、有効に利用していかなければならないものと

考えております。これまでもご説明を申し上げており

ますけれども、ネットワークの活用につきましては、

デジタル放送への対応、それから携帯電話の不感地域

への対応、さらにはブロードバンドの整備についての

対応等いろいろ研究していかなければならないものと

考えておりますし、さらに内部事務等現在電話回線等

を使用しておりますけれども、それらについても順次

総務省の方と協議をしながら利用促進を図ってまいり

たいと考えております。それ以外にもさまざまな研究

をしてまいりたいと考えております。以上でございま

す。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 市税納付促進業務経

費の件でございますが、これにつきましては、実は納

税貯蓄組合177組合今現在あるわけでございますが、

ここに納税の広報、啓発のための広報とか、あるいは

納税通知書の配布とか、そういったこと等を依頼して

いるものでございます。それに対しまして一定の経費

を支払うという考え方でございまして、基本的には１

組合まず基本運営費として１万円、それから事務的経

費でありまして、これは世帯当たり1,227円、それか

ら納付配布経費として世帯当たり440円という考え方

で、これにつきましては収納率等を掛けながら支払い

をするという経費でございます。 

 それから、市税還付金の件でございますが、これは

例えば法人等決算時期が違うわけですが、法人等は予

定納税と決算と別々になっている、会計が別々になっ

ているところはあるわけでございますが、それらに対

して還付金を出すという形のものでございます。以上

でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 なんか誤解されている部分がさっき

の答弁を聞いていてあるんではないかなと思ったので

私なりの考えを言いますが、特別職とかの報酬とか給

与について見直しをというのは、私は下げろとか何と

かというつもりで言っているのではないんです。職務

内容に応じた報酬なり、給与なりを保障するというの

が原則だと思うんです。だから前に一般職の給与の引

き下げとか改定とかそれに私反対したのもそうなんで

すけれども、それに見合う職務をやってもらえばいい

わけですから、そういう意味で私は言ったのですから、

こういう見直しというのは私は常にというか毎日では

ない、何年かで常に見直すということは必要だと思う

んです。必要があれば上げることだってあるでしょう

し、あるいは下げることだってあるでしょうし、適切

なのかどうなのかということをやはり常に考えていか

なければならないのではないかなということでさっき

質問したのですから、答える部分があれば答えてくだ

さっていいです。なければそのままでもいいです。い

ずれ私はそういう意味で言ったのですということです。 

○委員長（宮澤憲司君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 職務の内容によって

給与を支給すべきだというのはまさにそのとおりでご

ざいまして、職務職階制によって給与を払うという考

え方でおります。そしてまた、改革は給与も含んで常

に考えていかなければならない、取り組んでいかなけ

ればならないものだというふうに思っているところで

ございますので、ご了承いただきたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 大上委員。 

○大上精一委員 ご配慮ありがとうございます。 

 ただいま戸﨑委員さんもご発言なさったわけであり

ますが、43ページの企画費でお伺いします。夢ネット

事業、一般質問でも質問し、ご答弁もいただきました。

市長さんのおっしゃっているお言葉、何回も同じ答弁

をいただいて全くそうであったなということでござい

ますが、私のどうも納得のいかないところは、旧村時

代に村当局はこういうお話をしてあったというふうに

記憶しておりますし、今町民もそうであったというこ

とでお話を再度詰めたいと思うんですけれども、当時

は40億もかかるみたいなお話しさえもあったなと、私

は各戸にこのファイバー網を整備した場合に果たして

これをいじって１日何人ぐらい座っていじっていれる

方あるのかなという話もした経緯もありました。また、

余談ではございましたけれども、40億もかけるのであ

れば、どうせ合併するのであれば、私は久慈までの距

離を縮める意味でもトンネルを掘った方がいいのでは

ないかとこういう話さえもしたことがございます。 

 それで、総合支所長さんにお伺いしますけれども、

一般質問で私が述べたように、軒下まで整備をすると
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いう話はしていないというのか、してたというのかそ

こをお聞かせをまずいただきたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 角山形総合支所長。 

○山形総合支所長（角一志君） 私から夢ネットの件

について説明申し上げます。 

 当時の計画は、デジタル対応ということで、これま

でそれから携帯電話の不感地帯の対応ということでご

説明申し上げております。旧山形村の際、合併協の方

からも同行を願いまして、夢ネットについては説明申

し上げているところでございます。計画の中では各家

の軒下まで引くんだというような考え方で進めてきて

おりますが、技術の進歩といいますか、それらによっ

ていろいろな方法で経費が削減できるのではないかと

いうことで、今検討しているという状況で現在説明し

ているところでございます。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 大上委員。 

○大上精一委員 わかりました。そういう説明をした

というふうに私は今の答弁で理解をしたわけでありま

す。今まで市長さんもおっしゃっているとおりこうい

う世知辛い世の中でありますから、総合的に判断する

というのはこれは非常に大事なことだということは、

一応私も認識をしているつもりでございます。 

 今私の言わんとするところ、心配なところは、答弁

にもあるとおり民間業者が参入しやすい条件をまずつ

くるんだと、それで公共施設にまず引いたと、これま

では私も理解しておりますけれども、果たしてこの民

間業者がこのデジタル化になるまでに各戸が例えばイ

ンターネットを活用できるような状況まで持っていっ

ていただける保障があるのかどうか、これがなければ

旧村時代の軒下までという話はだまされたとこういう

意味にも町民にはとられるのではないかというふうに

私はそう思うんですが、そこら辺まず答弁いただいて

から質問したいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 角山形総合支所長。 

○山形総合支所長（角一志君） 先ほどの答弁の中で

ちょっと不適切な答弁いたしました。構想として各戸

へ引くというような考え方で進めてきたということで

ございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 大上委員。 

○大上精一委員 山形住民はそれをそのまま受けてい

るわけであります。構想であろうが計画であろうがい

ずれ市民は軒下まではやる話をしたと、こうなってい

るわけです。これを何時間かけてお話ししても前に進

まないと意味がないわけでちょっと進めたいと思うん

ですが、私何回も言っているように、総合的に判断を

するというのももちろん理解しますし、要は民間業者

がデジタル化になるまでに軒下まで整備をしていただ

けると、この保障めいた話になれば話は全く私もこれ

以上申し上げることはないんですけれども、そこはな

んかまだ全然民間業者という方々はもうけがないとこ

ろはやらない、もうけそうなところはやる、これは当

たり前の話ですけれども、そうなっていった場合に各

戸に線が届くのかということであります。 

○委員長（宮澤憲司君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 委員再々のご指摘であります

けれども、ぜひもう少しく課題をご自身で整理されて

ご質問いただければありがたいというふうに思います。 

 先ほど角総合支所長がお話しした点については、説

明不足ということがあって誤解を与えたとすればこれ

はおわび申し上げなければなりませんが、計画として

明確にそのことをやるといった位置づけではないわけ

でありまして、将来第２段階として構想としてこうい

うことが考えられる、こういった説明を私どもはして

きたつもりでありましたが、誤解を与えていたとすれ

ばこれはおわびを申し上げます。 

 それから、今地デジのお話をされておりますね。こ

れはテレビを見るということになるわけであります。

そのテレビ、地デジ移行に伴ってどのようにすれば見

れない場所が少なくてすむのかとこういったことにつ

いてさまざまな方法があるわけであります。そのさま

ざまな方法の中の一つにこの夢ネットを活用する方法

もある、こういうことであります。したがって、この

夢ネットでなければできないということでは決してな

いわけであります。そういったさまざまな方法につい

て何が一番効率がいいのか、あるいは経費が少なくて

すむのか、あるいは住民の皆さんの負担が少なくて済

むのか、そういったことについて今研究も重ねている

ということであります。 

 そうした中で、一つの方法に夢ネットを活用する以

外に、あるいは併用してということになりますけれど

も、ギャップフィラーといったものがございます。こ

れは簡易のアンテナをつけてそこから再送信をすると、

つまり放送をそこで一たん受けてまた放送するとこう

いった仕組みが実は一つございます。技術的にはでき
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ます。ただ再送信は今の法律の中では放送事業者とし

ての免許を取得しなければならないということになっ

ているものですから、それを一々免許をとらなくても

再送信できるようなそういった法律改正がお願いでき

ないかということを国の方にもお願いしながら極力自

治体、それから地域住民の皆さんの負担が少なくてす

むような形で地デジ対応をしていきたい、これがテレ

ビにかかわる話であります。 

 もう一つは、例えば携帯電話、これらについても電

波塔を新しく建てるとなると携帯電話事業者も相当に

お金がそこにかかっていく、そうするとそこには当然

にかけた分回収できるような人々が住む、そういった

ものが見込めないと投資をしてきません。したがって、

例えば途中まで夢ネットを持っていっているわけです

から、山形のある地区まで持っていっていますし、そ

こからわずかな延長でもって電波塔を建てたらばもっ

ともっと安くて携帯電話が聞けるようなその施設が整

備できるのではないか、今まで１億かかっていたとす

れば例えば半分だとか３分の１ですむのではないか、

であれば人数が若干少なくても採算ベースに乗ってく

るのではないですか、ですからこれをお使いください、

こんな提案をしておるところであります。 

 そういったことで、光ケーブル夢ネット事業を使っ

てのさまざまな折衝を今も行っているということであ

りますので、ご理解をいただきますようにお願いいた

します。 

○委員長（宮澤憲司君） ほかに。 

○大上精一委員 市長さんのおっしゃっていることは

全くそうだと思います、私も。ただ当時我々含めて町

民にした説明とは全く合わない今の状況になっている

わけです。私も整理してお話をしているつもりですけ

れども、軒下までやるというのをやっていただければ

何にもありませんよ。これは構想ですとか、計画です

とかというよりも町民にそういう話を公民館等に集め

てやられたわけですから、私は要は方法はどうであれ、

お金をかけなくて早くそのようになれば、民間であろ

うが何であろうがいいわけです。ただ、行政として当

時そういうふうに人を集めてお話をしたということは、

これは半端な話ではおさまらない話だと私は思うんで

す。 

 少なくても私は行政はうそをしては大変な話だと、

市民に、いつかもこういう――ひとつ道がそれるんで

すけれども、例えの話をしますけれども、あなた方は

当時私にこう言いました。ふるさと林道の地権者に平

庭線とドッキングするときは平庭線も同時に完成しま

すとこう言いました。ということを私が言ったら、行

政ではそういう話はしてませんと、こうも答えたわけ

であります。しからば議事録を調べろと、これ以上審

議はできないとストップして調べていただいたら、い

やまことに申しわけありませんと、大上さんの言った

とおりでありますとこういう例もありました。そうい

うこともありますから、まただまされるのかと、実は

こうなんですよ。私立場の方々一人一人とっちめよう

という気持ちでこういうふうにしているわけではあり

ませんけれども、当時の中身、説明、それとは全く今

の返答は全然あっていないと、私、要はそのインター

ネットであれ、デジタルのテレビであれ、携帯電話で

あれ、お金をかけなくてデジタル化なるまでにやって

いただければ、どの分にも税金を少なくかけてやられ

るというのはこれは最高にありがたいわけですし、市

民もそれを望んでいるわけですから、当時皆さんに間

違った説明をしたという気持ちがないのかあるのか、

あったとすれば私は町民に再度申しわけの話をしなく

ていいのかなと思うんですが、いかがですか。 

○委員長（宮澤憲司君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） その合併協議の時点

では光ファイバーを軒先まで引いて情報格差というも

のを解消しようという考え方、これは持っておったわ

けであります。現在その計画そのものを否定している、

今否定しているわけではないんです。現在ではそれを

電波によって安いといいますか、安いコストで変えら

れる技術革新が進んできたと、そして法律もそれを認

める方向に動きつつあるということを踏まえて、その

例えば光ファイバーとそれから電波を組み合わせる方

法とか、あるいはもう直接今ある公共施設から家庭の

軒先まで電波でブロードバンドまで送ることも可能に

なりつつあるという状況にございます。そういったこ

ととか、それから携帯ですと今の夢ネットに今市長が

お話ししたような方法で対応できる、公共施設のとこ

ろから電波につないでいくことができる、ギャップフ

ィラーですと２キロでつないでいくこともできる、そ

ういうようないろいろな電波だと安いのでそれが認め

られるようになってくる、あるいは民間の方でも安い

ということからそれを導入できるというのであれば当
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初持った情報格差、そういうものの解消をその方法で

できるということで今いろいろと研究をしているとこ

ろでございます。 

 決して前に持っていた構想をやめるとか変更すると

かということではありません。考え方そのものは以前

から持っているものを何とか実現しようと、安いコス

トで実現しようと努力しているところでございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 大上委員、まだご理解でき

ませんか。 

○大上精一委員 私は最初からその話が出てくれば当

時は説明会ではこういうお話を確かにしましたと、し

かし今一日一日いい方法とか研究とか出てくる時代で

ありますから、あの当時はこういう話も確かにしまし

たけれども、１年たったらまたさらにいい方法が出た

ので構想はお話はしたことがあったんですけれども、

現在はこういうことで進めていきたい、当時もそうい

う話をしたということであれば私も最初から納得した

んですよ。何かそういう話はしていないみたいにばか

りに聞こえて総合的、総合的という話にばかりなるか

ら、当時の話はどこへいったのかということでしつこ

すぎた質問になりましたけれども、これで私も理解し

ますけれども、今即刻来年、再来年やれという言い方

もしていませんし、当時もそのデジタル化になるまで

にはいうことで私は理解しておりましたので、総合支

所長さん、そういう理解で私やめますけれども、あな

た方は当時は町においてはそういう話もしてきたとい

うことを認めていただきたい。以上。 

○委員長（宮澤憲司君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 お尋ねいたします。 

 一つは、職員の超過勤務の問題です。その超過勤務

の把握の体制、システムがどういうふうになっている

のかが第１点。 

 それから、超過勤務の実態ですね、私はたまたまで

すけれども、市役所の前、あるいは元気の泉の前、８

時、９時に通る場合あります。結構それぞれ電気がこ

うこうと照らされて８時、９時過ぎまで残業なさって

いるというのを見るにつけ、職員の健康面のかかわり

でも心配をしているんですけれども、まずその２点お

聞かせください。 

 それから、２点目は、入札にかかわる問題です。昨

年の６月からですか、いわゆる最低制限価格を設けて

の入札制度がスタートになったということですが、半

年以上経過されて、この間の新制度を導入しての功罪

ですね、プラスマイナスあるやなしやですが、その辺

についても中間的な総括で結構ですかお聞かせいただ

きたいと思います。 

 ３点目、住基ネットですね、669万4,000円の予算計

上です。恐らく66人の方が利用されていれば一人当た

り10万円になると、結構な負担になるなと、もともと

の先行投資も大変な金額でしたから、実態、何名ほど

登録なさっているんでしょうか、お聞かせください。 

○委員長（宮澤憲司君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） ご質問いただきました職員

の超過勤務についてお答え申し上げます。 

 １点目のまず超過勤務の把握の方法でございますが、

これにつきましては毎月各所属長からその実績につい

て報告を総務課の方で受けて、それに基づいて超過勤

務手当を支給しているというものでございます。 

 さらに、２点目の超過勤務の実態でございます。超

過勤務の時間数等につきましては、平成15年ごろまで

は減少傾向にございました。これは一定の努力をしな

がらやってきたものでございますが、平成16年度、17

年度等におきましては、旧久慈市におきましては、合

併事務等々の事務が発生したことに伴って増加傾向に

あったというのが実態でございます。 

 また、平成18年度におきましては、１月現在で平成

18年度を額にして申しますと1,000万円程度上回って

おります。これにつきましては、当方でとらえており

ますが、一つには大きな要素は、昨年秋以来のいわゆ

る災害対応の部分が大きな増加分のウエートを占めて

おります。さらには、最近の地方分権等に絡みまして、

福祉の制度とかいろいろな制度が変わってきておりま

す。これに対応する部分のやはり超過勤務対応を余儀

なくされているというのが実態でございます。以上で

ございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 最低制限価格についての

ご質問にお答え申し上げます。 

 18年６月１日から19年２月15日までの実績でもって

お話し申し上げますが、入札実績で111件ございまし

た。うちその最低制限価格未満の失格となった入札は

18件でございます。ちなみに、平均落札率は95.92％

となっているものでございまして、これは平成17年度
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の実績平均落札率でございますが、これは94.14％、

16年度が95.37％ということで、例年のパーセンテー

ジというふうに理解しているところでございます。以

上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 住基ネットのシステム管理

経費669万4,000円という内容でございますが、機器の

使用料等が301万幾ら、それから委託料315万と、それ

から事務費ということになりますが、何人かというこ

とになりますと、住基カードのことかと思うんですが、

現段階で148枚発行済みということでございます。以

上であります。 

○委員長（宮澤憲司君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 超過勤務の問題で概略わかりまし

たが、その所属長が部課職員の残業の超勤の把握をど

ういうふうにしているかというのを知りたいんです。

要するに残業、その実態が適正に把握されている、あ

るいは適正に反映されていればそれで結構なんですよ。

そういうシステムになっているのかという若干の懸念

があるものですから、正確な把握がなされているのか

というのが第１点。 

 それから、いろいろな要素でふえているというのは

わかりましたが、いわゆる月の超過勤務時間45時間以

内に指導しなさいというのがありますね。あれは健康

管理の問題で１カ月100時間以上、あるいは２カ月ま

たがって80時間を超えるということになると専門のお

医者さんの健康診断を受けさせなければならないとい

うような厚労省からの指導もあるわけですよね。そう

いう実例があるのかないのか、あってそういう対応を

なされているのかどうか、その点を再度お聞かせいた

だきたいと思います。 

 それから、入札制度にかかわって状況が出てきまし

たが、この問題にかかわって政府がいわゆる市町村段

階まで含めて入札を一般競争入札に拡大したらどうだ

というのが出ていますよね。確かに一面では競争性、

透明性の確保という点でその利点もあろうかと思いま

すけれども、いわゆる地方にあって地元業者がそうな

った場合には整理、淘汰されかねない問題とかいろい

ろあるわけですよね。そういう点でやはり地元業者を

守っていく、あるいは零細業者を保護・育成する、そ

ういう観点からやはり一概に一般競争入札というのは

必ずしもなじまない、少なくとも条件つき一般競争入

札でやるべきだというふうに思うんですが、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 住基ネットで端的に登録されている人数何人なのか

聞き漏らしたかもしれませんから再度お聞かせくださ

い。 

○委員長（宮澤憲司君） 砂子総務課長。 

○総務課長（砂子勇君） 超過勤務手当についてお答

え申し上げます。 

 まず、１点目でございます。所属長が把握している

かという点でございます。この点につきましては、超

過勤務につきましては事前命令が原則でございまして、

そういった部分、さらには超過勤務命令簿に対する確

認の押印もこれが必要でございまして、それも行って

おります。また、１カ月の先ほどご答弁申し上げまし

た総務課に対する報告につきましては、所属長名での

報告でございまして、その報告書は所属長が押印によ

り報告するものでございます。 

 さらには予算につきましても、上半期、下半期に分

けて超過勤務手当にかかる予算を配当してございます

が、それについての執行状況についても把握しながら

その適正な管理に努めていくというものでございます。 

 また、一人当たりの超過勤務の実態等の部分でござ

いますけれども、厚労省から一定の指針が出ているの

はそのとおりでございまして、年間でいいますと360

時間の範囲内に努めるというような考え方も示されて

いるところでございます。当市におきましては、年間

を通じましてこれらを上回る職員が数名出ているのが

実態でございます。これの主な要因につきましては、

先ほども申し上げましたが、災害とかそういった部分

でどうしても対応せざるを得ないという必要性からな

っているものでございまして、これにつきましては例

えば部課長会議等を通じまして、１人に偏ることのな

いようにとかという部分の周知徹底、さらには課内で

の支援体制、グループ制をとったことに伴うそれらの

メリットを生かすという考え方について対応すべく周

知を図っているというものでございます。以上でござ

います。 

○委員長（宮澤憲司君） 中居財政課長。 

○財政課長（中居正剛君） 一般競争入札についての

ご質問にお答え申し上げます。 

 さきの一般質問でもお答えしておりますが、まだ国

からこの一般競争入札についての条件等がまだ示され
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ておらないところでございます。ただ、県の情報等で

申し上げますと、委員おっしゃいました地域要件や業

者の地域貢献度等それらも含めて検討の材料になると

いうお話ございますので、それら内容が示されました

らそれに基づいて適正に対応してまいりたいと考えて

いるところでございます。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 住基ネットの登録者数とい

うお話でございますが、登録者数といえば今現在の人

口からといった言い方でよろしいでしょうか。 

 今の人口でお答え申し上げますが、男性が１万

9,338人、女性が２万615人、あわせて３万9,953、こ

れが登録者の全体でございます。 

 先ほども申し上げましたが、今現在で住基カードの

登録者数が148件ということになってございます。以

上であります。 

○委員長（宮澤憲司君） 下川原委員。 

○下川原光昭委員 ページ数44から45ですけれども、

９目諸費の中の自衛隊音楽隊招致のところ、招致はど

ういう事業、もしくはイベントに招致をしているのか

について１点お願いいたします。 

○委員長（宮澤憲司君） 根井市民課長。 

○市民課長（根井元君） 自衛隊の音楽隊招致事業で

ございますが、新年度の19年５月28日に予定している

ものでございますが、陸上自衛隊の中央音楽隊、自衛

隊では最高峰と言われます中央音楽隊を招致し、演奏

会を開催したいとこういう事業でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 石渡委員。 

○石渡高雄委員 47ページの先ほど出ました市税納付

促進業務経費の中で関連してお聞きしたいんですが、

納税組合は納税者にとっても大変大事な組織であると

いうか、便宜上大事な組織ですし、市にとっても納税

率の向上とか、もちろん便宜上納税組合の存在価値と

いうのは大きいものがあると思うんですが、先ほどの

１組合当たり1,000円とか、あるいは１世帯当たり

1,200幾ら、400何十円とかそういう金額でみますと、

例えば私の所属している納税組合は１世帯当たり幾ら

なのかなと思ったら1,767円になるようでございます。

そういうことを考えて、例えば集金業務は６人プラス

組合長１名で７名が毎月動いていると、そういう状況

等を見て、こういう補助金の金額であれば最終的に納

税組合を存在させていくのが難しいのかなというよう

な感じがしております。 

 収納率をアップするためにはいろんな策を講じてい

るわけですけれども、今私たちが生活の中で納税に対

しては、近所の人が集金に来るから何とかそれだけは

納めたいと、そういう意識を持って納税しているわけ

で、その納税組合の収納率に貢献する割合というんで

すか、大変大きなものがあるんだろうなということを

考えております。 

 そういうことから考えますと、どうも納税組合に対

する手当というんですか、それが余りにも小さいので

はないかなと、集金、お金を集める、あるいはそれを

保管する、納付するというそういう業務というのは神

経もかなり使います。あるいは危険性もあるわけで、

何かやはりそれに見合うあり方というのは必要ではな

いかなと思うんですけれども、これについて合併前に

補助金というのが減るんだよという説明は受けました

けれども、今というか、この前までと余りにも違う金

額で愕然としたわけですけれども、それに対する考え

方。 

 それから、もう一つは、大抵担当する方が集金して

歩く場合には、現年分優先で集金するというように聞

いております。現年分の収納率アップはそれはそれで

結構なんですが、滞納分はもうむしろ不納欠損にいく

んだというそういう想定のもとにすべて取り組んでい

るような、もうそれはいいんだという、私には先ほど

の収入のところでも滞納分についての収納率を20％と

設定するところからみても実際には難しいわけですけ

れども、何か滞納に対するあきらめ的な部分があるの

ではないかという感じをいたしますが、それについて

取り組み方、あるいは納税組合に対する考え方につい

てお伺いいたします。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 先ほど納税貯蓄組合

に対する経費のことについてご説明申し上げましたが、

基本運営費は１万円でございます。それから、事務費

的経費ということで、それ以外１世帯1,227円という

形をとらせていただいています。 

 それから、納付書を配布するに当たって世帯当たり

440円という形をとらせていただきまして、そういう

ふうな形で行っていただくというふうな状況にしてい

るわけでありますが、確かに旧山形時代とそれから合

併してからの時期とかなり差が出てきたということは、
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こっちでも承知しているし、それに対して幾らかでも

補てんするという考え方で取り組んだというふうに思

っております。 

 いずれ納税貯蓄組合は、納税をいただいている役割、

その役割というのは非常に大きいところがあります。

したがいまして、納税組合と納税貯蓄組合と行政と連

携した取り組みで収納率向上という考え方で今動いて

いるわけでございます。 

 それから、滞納の件なんですが、やはり滞納のもの

はもう時効が来て５年で終わりなんだという考え方で

は決して我々はそういう取り扱いはしてございません。

しかしながら、どうしても納められない方がいると思

います。どうしても納められない方、そういった人た

ちについてはやはり時効という考え方がございますの

で、そういった場合においてはその制度でやらせてい

ただくということになっております。 

 いずれ滞納額というのは非常にふえてございます。

したがいまして、それらにつきましても収納率の向上

につきましても鋭意取り組んでいくための努力をして

いきたいというふうに考えています。 

 納税貯蓄組合先ほど申し上げましたわけでございま

すが、納税貯蓄組合にはいわゆる納税をしていただく

ためのものについてのみ補助金を補助として出すとい

う考え方で取り組んでいるわけでございます。ただ、

久慈市の場合は補助制度はとってございません。そう

いうことではなくしてやっておりますが、しかしなが

ら、やはりその補助制度と同じような形でやはりこれ

はやっていかなければ市民の方々に理解していただけ

ないということになろうかと思いますので、何とぞそ

ういうことでご理解を賜りたいと思います。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 石渡委員。 

○石渡高雄委員 新聞等で納税貯蓄組合に対するいろ

いろな問題があったというようなあれを見まして、こ

れからの方向としてはそうなんだろうなということは

想定しておりました。ただ、市としてこの前の新聞に

も出ていましたけれども、税金に対する収納というか、

その納付義務の徹底というか、強化するという方策、

いろいろな方策があると思うんですけれども、強硬な

方策をとっていくのかあわせてお伺いしたいんですが、

今後の方向として厳しくやっているところが出てくる、

当然そうしないと納税している人がどうも疑問を感じ

るのではないかなと思うんですが、そういうのと最後

に18年度の不納欠損額、市税全部でどれくらいになっ

ているのか、それをお聞きしてやめたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 納税貯蓄組合そのものに対す

る行政からの支援、このことについてはご理解を賜っ

ているようであります。したがいまして、私ども納税

貯蓄組合に対する直接の補助、あるいは委託、それに

加えてその納税貯蓄組合は地域コミュニティの中核に

もなっておられます。したがって、地域コミュニティ

振興事業等を用いながら、例えば納税貯蓄組合を構成

する方々がその納貯としての活動ではなくて、例えば

そういった納税意識を啓発しましょうといった地域と

しての取り組み、例えばそういった地域コミュニティ

振興事業と絡めながら実を上げていただくようなそう

いった工夫を今後お願いをしてもいきたいものだなと

いうふうにとらえております。 

 したがって、私申し上げたいのは、確かに納貯に対

する直接的な支援といったものについては厳しさを増

すわけでありますけれども、これらはきっちりやらな

ければなりませんので、これはご理解いただきます。

ただ、その中での地域コミュニティ振興事業の中であ

わせて同じような効果を発現できるような事業にも取

り組みをいただく、その道を開いているということで、

ここはご理解を賜りたいと思います。 

 それから、方針等については担当の部長から答弁を

させます。 

○委員長（宮澤憲司君） 飯田収納対策課長。 

○収納対策課長（飯田喜久雄君） 今18年度の不納欠

損の見込み額はどのぐらいになるのかというお問い合

わせでございました。お答えしたいと思います。 

 市民税、固定資産税、軽自動車税と合わせて2,593

万5,000円の見込みでございます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 市税の確保の方針と

いいますか、そういったことでございますが、これに

つきましてはこれまでも何回も答弁をしているわけで

ございますが、ただやはり滞納した人たちの税につい

ては、やはりこれはしっかりと納めていただくことに

ならなければならないと、そのように思っております。 

 ただ先ほど申し上げましたとおり、要するに納めら

れない方については、これはやはり税法にのっとった

それなりの処理をしていかざるを得ない、しかしなが
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ら、先ほどの滞納の部分については、しっかりと取り

組んでいかなければならないということでございます

ので、今後その方針でいきたいと思います。以上でご

ざいます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（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。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 50ページの下になり

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11億7,603万8,000円を計上。 

 52ページになります。 

 ２目老人福祉費は７億9,671万3,000円を計上、前年

度と比較して2,242万6,000円、2.7％の減であります

が、主に老人保護費の減であります。 

 54ページになります。 

 ３目国民年金費は1,856万8,000円を計上、社会福祉

費は合わせて19億9,131万9,000円を計上いたしました。 

 ２項児童福祉費でありますが、１目児童福祉総務費

は１億7,546万円を計上、57ページ中ほどになります

が、新たに保育園の修繕等を行う子どもの居場所環境

改善事業費、そして母子家庭の自立を支援する母子家

庭自立支援事業費などを計上いたしました。 

 ２目児童福祉運営費は、13億8,446万3,000円を計上、

前年度と比較して7,907万7,000円、6.1％の増であり

ますが、主に制度改正に伴う児童手当経費の増であり

ます。 

 ３目児童福祉施設費は３億1,890万5,000円を計上、

前年度と比較して4,359万円、12.0％の減であります

が、主に職員給与費の減であります。また新たに来内

保育園改築に係る保育施設整備事業費を計上。 

 58ページになります。児童福祉費はあわせて18億

7,882万8,000円を計上いたしました。 

 ３項生活保護費でありますが、１目生活保護総務費

は3,923万円を計上。 

 ２目扶助費は6億4,290万円を計上。 

 生活保護費は合わせて６億8,213万円を計上いたし

ました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。田表委員。 

○田表永七委員 それでは、54ページと55ページ、高

齢化対策指導員設置経費というのが記載されておりま

す。これの概要といいますか、人数とか活動内容とか

お伺いしたい。 

 それから、２点目、57ページ、同様その事業実績と

か新年度の計画をお伺いしたいという意味ですが、児

童デイサービス事業、それから末﨑総務企画部長の提

案説明の中でもちょっと触れましたけれども、新たに

取り組む子どもの居場所環境改善事業ということにつ

いて、具体的にどこを補修といいますか、改修をする

計画があるのであれば具体的にお伺いをしたい。以上

です。３点お願いいたします。 

○委員長（宮澤憲司君） 松野下社会福祉課長。 

○社会福祉課長（松野下冨則君） それでは高齢化対

策指導員設置事業の概要についてお話を申し上げたい

と思います。 

 この事業でございますけれども、高齢者の生きがい

対策、生活等の相談、あるいは教養講座、敬老会等高

齢者に係るさまざまな事業の企画実施をするために社

会福祉協議会に指導員を１名配置をして事業を推進し

ているところでございます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 南出社会福祉課子育て支援

担当課長。 

○社会福祉課子育て支援担当課長（南出敏子君） 児

童デイサービス事業についてお答えいたします。 

 児童デイサービス事業は、福祉の村のチャレンジラ

ンドにおいて実施しております。心身に障害があると

思われる児童と保護者に対し、児童居宅支援として日

常生活における基本的な動作の指導等を行い、早期療

養を図ることを目的として実施しております。就学児

童15人以内を受け入れております。指導委員は２人か

ら３人、その児童数によって２人から３人で行ってお

ります。 

 それから、２番目の質問でございましたけれども、

子どもの居場所環境改善事業についてでございます。

この場所についてでございましたが、公立保育施設に

おける修繕等を行うというものでございます。主な内

容は、遊具の塗装とかフェンスの修繕、床とか壁、ク

ロスの張りかえ等でございます。どこの施設というふ

うに特定してございません。それぞれ全般の施設につ

いて確認の上必要箇所を修繕するということでござい

ます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 第１点は、一般質問では寝たきりの

おむつの支給の関係の拡大はないという答弁をいただ
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いた経緯があるんですが、この予算を見ると295万

2,000円の予算計上ですが、これは何人分なのかまず

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、緊急通報体制等整備事業費1,014万予算

計上になっているようですが、たしか今夢ネット事業

といいますか、光ファイバー等でＩＰ電話が普及して

いるわけですけれども、ＩＰ電話になるとこれは使え

ないということになるのではないかというふうに思う

んですが、この点はそれとの関係で今使っている人は、

そういうふうな近代的な電話を使わないと思うんだけ

れども、従前いわゆる昔の黒電話なり、今のコンピュ

ーターを使わない、インターネット使わない、電話で

ないと使えないということだったんですけれども、こ

の点でそういう心配がないのか、お聞かせをいただき

たいというふうに思います。 

 それから、放課後児童健全育成事業費についてはそ

れぞれ計上になっているわけですけれども、これまで

今工事をしている久慈湊学童保育ひまわりクラブが３

月末で完成をして４月から開設されるということにな

っておりますが、今後における新年度においてはその

分の計画はないようですけれども、そういった意味で

は父母会との協議が調ったり方向が出れば補正計上も

考えられるのか、国ではかなり施設費については予算

計上を厚労省はこの学童保育の問題については頑張っ

ているようなんですが、その点で当初予算では対応で

きない場合でも補正で対応できるような状況があるの

ではないかというふうに思うんですが、その点どのよ

うに考えているのかお聞かせください。 

 特に久慈小学校の場合は、71人以上の大きい学童に

ついては、３年の経過措置を経て例えば100人の場合

は二つの施設にするんだというふうな方向が出ました。

そういった意味ではこれまで久慈小学校の改築にあわ

せて云々という答弁をいただいておりますけれども、

それとあわない場合は先にそういう手だてをしなけれ

ばならない、そういうことだと思うので、この新年度

においてそういったことについて父母会等と複数の施

設化について協議をしていかなければならない時期だ

と思うんですが、その点お考えどうなっているのかお

聞かせください。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 私から放課後児童

クラブの今後の整備いわゆる決まったら補正でも対応

するのかというようなことに対してお答えします。 

 整備する際はいろいろ事業費等があるわけでござい

ますし、内容等今どうのこうのというふうなことで内

容がわからない段階でやるかやらないかという部分に

ついてはお答えしかねるところでございます。事業費

が大きくなれば当然ながら財源をどうするかというふ

うな大きな問題が出てきますし、それはそのときの状

況によるかと思いますが、いずれ厳しいというふうな

状況にありますので、ご理解を願いたいというふうに

思います。 

 あと久慈小学校とか70人学級とかいろいろな部分の

関係だと思いますが、いずれ前の質問等でもお答えし

ていたように父母の会と協議しながら対応をせざるを

得ないであろうというふうには考えているところでご

ざいますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 松野下社会福祉課長。 

○社会福祉課長（松野下冨則君） それでは、私の方

から２点お答え申し上げたいと思います。 

 まず、在宅寝たきり老人紙おむつ支給事業でござい

ますが、この事業は65歳以上の在宅で寝たきりの方々

に対して紙おむつを支給しているという事業でござい

ます。お尋ねの新年度何人を予定しているのかという

ことでございますが、77名を予定をしているところで

ございます。 

 それから、２点目の緊急通報体制等整備事業にかか

わるＩＰ電話の件でございます。デジタル化に対応し

かねるという状況については、以前お答えをしている

ところでございますが、実はデジタル化によってこの

電話といいますか、通信が途絶えるというふぐあいが

あるというふうに伺っております。特に災害時といい

ますか、そういったときには不通になるといいますか、

通話できない状況が出る可能性があるということで、

アナログ電話についてできるだけお願いをしていると

いう実態でございますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 77人の方に支給しているということ

で、要綱を見ますと３番目に施設または病院等に入所

し、または入院したときは支給しないんだというふう

に書いてあります。先日もお話ししたとおり特養とか

施設に入る人は支給されるんだということでした。と

ころが病院に入院すると病院では支給しないんですよ
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ね。現実そうです。そうすると在宅にいても寝てるし、

病院に行ったって寝ている方は寝ているわけですから、

そういった意味ではこの点の要綱をぜひ改善を図って、

特養とか施設にはいいですよ、介護の経費があります

から65歳で介護保険とかある方々に対してですから、

ところがその方が入院をするわけです。その際の改善

をぜひ図っていただきたいというのが趣旨ですので、

77人のうち何人にするかわかりません。入院した際に

も同じ１日３枚という支給は私は必要ではないのかと

いうふうに思うし、あなた方の理屈で言うと、食事代

を負担させるときは家でも食事はするんだし、病院で

も食事はするんだ同じだというふうな理屈で、本当は

治療食なんだけれども、あなた方は保険外にしたでは

ないですか。国が言ったからそれをやったかもしれま

せんけれども、ここのところは久慈市が独自にできる

ことですので、そういう実態を踏まえて私は改善を図

っていただきたいというふうに思います。先日はちょ

っとお互いの行き違いがあったようですから、行き違

いを是正をした形で答弁をしていただければありがた

いというふうに思いますので、再度お願いしたいと。 

 それから、今ＩＰ電話は災害時は故障するとか、そ

れから停電になるとＩＰ電話通じないというのが事実

だそうですね。そうしますとつけたはいいが結局そう

いったときに役に立たないというのが実態なわけで、

そういった意味ではきちんと情報も教えていくべきだ

し、そういった点では、前議会でもお話ししたんです

が、いわゆる今携帯電話しか持っていない世帯もふえ

ていると、携帯電話対応の緊急通報システムをぜひ開

発してほしいという要求、要望もした経緯もあるんで

すが、その点でのこのシステムを導入している委託さ

れている会社なりそういう業者がどういうような対応

になっているのかその点についてもお聞かせください。

以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） 入院患者に対する紙おむつの

支給について私先日の本会議でご答弁を申し上げてお

りますので、私からこの点については答弁申し上げた

いと思いますが、ただいま城内委員がご質問いたしま

した77人の予定をしているわけですが、その中から入

院していた部分について支給というふうなことでちょ

っと聞いたわけでありますが、いずれ入院した場合に

は77人に限らずいわゆる在宅で紙おむつを利用してい

ない方々も入院した場合に必要とする場面も出てくる

わけですよね。だからそういうふうなことからいうと、

もう少し実態をきちっと把握をしていかなければなら

ないというふうなことだと思うので、今後の研究課題

にしていきたいと思います。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 松野下社会福祉課長。 

○社会福祉課長（松野下冨則君） デジタル化に対応

した緊急通報システムのことでございますが、この件

につきましては私どもが現在委託をしております業者

に対しまして携帯電話を含めて対応できないものかと、

このことについてはお聞きをいたしました。そうしま

したならばやはりこれには多額の開発費がかかるとい

うことで、現時点ではデジタル化に対応した機器につ

いてはできていないという情報でございました。この

ことについては当市だけではなくて、全国的にやはり

デジタル化が進んでいるという状況にあると思われま

すので、今後新しいものができた際にはやはりそれに

対応できるようなものに順次希望をとりながら対応し

ていくという必要があるかとこのように考えておりま

す。 

○委員長（宮澤憲司君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、53ページのふれあいサロ

ン事業費補助金について１点だけお伺いしますが、新

規事業として実施するということでございますが、こ

の内容によりますと市内20カ所でふれあいサロン事業

を実施するというようになっておりますけれども、こ

れは市内20カ所というのはどこの場所でどのような事

業をするのかについてお伺いします。 

○委員長（宮澤憲司君） 松野下社会福祉課長。 

○社会福祉課長（松野下冨則君） ふれあいサロン事

業の概要についてお話しを申し上げたいと思います。 

 この事業につきましては、今年度新たに事業補助を

するという考えでございます。実は社会福祉協議会、

旧山形村では従前から若干事業を展開してきたという

経緯がございます。そういった中で、やはり少子高齢

化、あるいは過疎化の進行、あるいはひとり暮らし老

人等の憩いの場と、あるいは交流の場というものが必

要であるというふうな観点から、今回予算を増額をし

て事業を展開していただくというものでございまして、

概要につきましては、月2,000円程度の助成をしなが

ら各小地区単位といいますか、小地域といいますか、

部落という言葉は適当ではないかと思いますけれども、
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部落単位といいますか、そういった小地域でもって展

開をしていくというものでございます。 

 運営に当たる方々でございますが、地域の婦人団体

であるとか、あるいは民生委員さんであるとか、そう

いったボランティアの方々の自主的な運営によってこ

の事業を展開していきたいというふうに思っていると

ころでございます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 澤里委員。 

○澤里富雄委員 55ページの中ほどになりますけれど

も、老人クラブの補助金についてでありますけれども、

老人クラブの実態ですけれども、高齢化社会でありな

がら年々会員になる方が少なくなりつつあり、会の運

営に支障を来していると聞きますけれども、この傾向

についてお伺いいたします。 

 また、今後団塊の世代がどんどんふえてくるわけで

すけれども、この取り組み対策について何か考えがあ

るのかどうかお伺いをいたします。 

○委員長（宮澤憲司君） 松野下社会福祉課長。 

○社会福祉課長（松野下冨則君） 老人クラブのまず

実態でございます。現在市内には61の老人クラブがご

ざいます。構成員は2,711名でございます。組織率で

申し上げますと23.3％ということでございまして、県

の数値からいたしますと、県は26.8％の平均組織率で

ございます。 

 この対策でございますけれども、19年度におきまし

て老人クラブへの補助金につきまして実は若干ではご

ざいますが、増額をさせていただいたところでござい

ます。クラブ活動を中心としながら新しい仲間をふや

していただくと、あるいは新しい老人クラブを結成し

ていただくということで、老人クラブ連合会の方を通

じまして補助金を交付し、組織化の向上に努めてまい

りたいとこのように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 第１点は、一般質問のところでも触

れましたが、地域包括支援事業55ページの真ん中辺に

事業費として3,700万の計上があるわけですけれども、

これは新たに行う支援事業があればどういう内容のも

のを考えているのかということが第１点。 

 それから、そのことのかかわりでこれも一般質問と

関連質問でも触れましたが、いわゆる介護予防をメー

ンとした今年度の対応が対策が要支援の認定基準が厳

しかったために非常に対象者が少なくて所期の目的に

ほど遠いということがあるわけです。その要支援１の

認定基準いわゆる前の要支援の方々の心疾患とか脳疾

患とかそういうようなものを除いた方を恐らく要支援

１の対象者として考えていたと思うんですけれども、

特にその基準の厳しい――市内で市の対象者の方を考

えた場合にどういうような基準を満たさないためにこ

の対象者になり得ないというような形だったのかとい

うことを２点目。 

 それから、３点目は、これも高齢者福祉になるわけ

ですけれども、今高齢者の年金生活者が年金は減って

いるんだけれども――いわゆる私は改悪と言います

が――税制が改悪されたために負担がふえて大変だと

いう声が全国にあるんです。当市の場合にはそのこと

についてどのようにとらえておられるのか、やはりそ

の実態をきちっととらえて、もし支援が必要であると

いう判断をなされて支援が必要な方もあるのではない

かと実際に、だからそういうような点についてどう実

態を抑え、今後どう対応、今後の対応策があれば聞か

せていただきたい。 

 それから、最後になりますが、59ページの生活保護

費にかかわってですけれども、これもやはり全国的に

扶助費を削減しようという風潮のもとに全国の各自治

体で生活保護を申請するんだけれども、いわゆる却下

される数がどんどんふえているというのが全国的な傾

向だということがあります。それで、当市の場合には

そういうような傾向が認定の基準が厳しくなってどん

どん減っているのかどうなのかということ、それから

いわゆる現状ですね、生活保護家庭の現状とここ二、

三年前からの推移はどうなっているのかということに

ついてお伺いします。 

○委員長（宮澤憲司君） 根井介護支援課長。 

○介護支援課長（根井秀美君） ただいまの包括支援

センターの件につきましてご質問がありました。そこ

の部分についてお答えいたします。 

 新しい事業ということではないんですが、まずこれ

は全国的に体制の整備を図るんだということでいろい

ろ国の方でも基準を示しております。それで当市とい

たしましても、19年度につきましては例えば保健師、

生活指導員、あとケアマネージャーこの３職種あるわ

けですが、それを18年度は１名ずつだったものを19年

度を２名ずつの体制に整えていきたいというふうな部
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分で考えておるところでございます。 

 あとは連携の部分でございます。包括支援センター

の一番の主なものは、介護予防につながる連携という

部分でございまして、そこにつきましては社会福祉協

議会、あるいは老人クラブ、町内会等と連携をとる、

もちろん市の保健師の予防事業も必要でございます。

そういった部分で広く連携をとりながら実施していき

たいというふうなものでございます。以上でございま

す。 

○委員長（宮澤憲司君） 勝田保健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） 私からは介護予防事

業の特定高齢者の把握のことにつきましてご答弁申し

上げます。 

 基準が厳しいということだけれども、どういう基準

を満たしていないのかということについてでございま

すけれども、基本チェックリスト25項目の調査票ある

わけですけれども、例えば運動機能につきましては、

５項目ございます。今その５項目すべてを満たさなけ

ればならないという基準になっております。ご承知の

とおり４月からは国でもこの認定基準を改正するとい

うことを決定しております。その決定によりますと、

この５項目すべてから３項目以上という基準に緩和す

るという方向が示されております。 

 また、口腔機能の向上につきましても、これまでは

３項目ですべて満たすという基準からこれを２項目以

上に改めるということを決定してございます。特定高

齢者につきましては、11月の時点で全国調査で0.43％

と、実際に介護予防事業に参加した人というのはこの

うち0.14％しかなかったということでございますので、

国はこの新条件、認定条件の緩和によりまして特定高

齢者を65歳以上人口の８から12％にしていきたいと、

そしてそのうち同意して事業に参加する者を５％にし

たいというような目標で緩和の方向を示したところで

ございます。その緩和の条件の詳細については、まだ

承知しておりませんので、ご了承願います。 

○委員長（宮澤憲司君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 高齢者等の関係で

税制改正等によっていろいろ大変なんではないかとい

うようなことでの質問にお答えしますが、いずれ福祉

サイドの制度等がいろいろあるわけでございます。介

護保険法、障害者福祉法、あるいは老人に対する諸施

策があるわけですが、それらほとんどが所得水準に応

じた負担ということになっておりますので、収入が減

れば減ったなりの所得水準の負担というふうな流れに

なりますので、そういうことでご理解を願いたいとい

うふうに思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 松野下社会福祉課長。 

○社会福祉課長（松野下冨則君） それでは、生活保

護の実態、あるいは申請に対する生保開始ということ

についてお答えいたします。 

 まず、生活保護世帯の推移でございますが、ここ３

年ぐらいというお話でございます。実は昨年山形と合

併をいたしまして、山形の数値につきましては18年度

の数値、17、16については旧久慈の数値しか持ち合わ

せてございませんので、ご了解いただきたいと思いま

す。 

 16年の生活保護世帯でございますが、255世帯、人

数で申し上げますと344名、17年度は11世帯ふえまし

て、266世帯、人数で363人と、それから合併した後の

現在の数値でございますが、296世帯で395人というこ

とでございまして、この中身は山形から移管された数

値が含まれているものでございます。 

 なお、日によってといいますか、月によってといい

ますか、日々この開始、廃止ありますので、若干の動

きはございますが、現時点ではただいま申し上げまし

たような数値となってございます。 

 それから、申請に対する開始、却下といいますか、

この件についてでございます。私どもの方には生活困

窮者ということで、たくさんの相談者が訪れます。そ

の相談された件数から申し上げますと、17年度の実績

で128件の相談件数でございます。これについて面接

等を行うわけでございますが、よくよくお話を聞いて

いきますと、若干の預貯金とか資産とかあるとかとい

うことで、もうし少し頑張っていただきたいというよ

うなことでお話をして却下、取り下げをしたものは16

件でございます。 

 また、実際に開始となったものは35件でございまし

て、申請が55件でございます。相談が128件、そのう

ち開始が35件、却下取り下げが16件とこういった推移

になってございます。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 これは質問ではないんですけれども、

いわゆる要支援１と認定されていわゆる貯筋運動です

か、筋肉強化を受けた結果、非常にひざが痛くて歩く
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のが大変だったのがもう全然痛みがなくなったとか、

腰が痛かったのが治ったとか、当事者から聞いている

ので間違いないと思いますので、ぜひ要支援１の対象

者をふやして介護予防の幅をどんどん広げていくよう

な形でぜひ新年度は対応していただきたいということ

を要望して終わります。 

○委員長（宮澤憲司君） 根井介護支援課長。 

○介護支援課長（根井秀美君） ただいまの件でござ

いますが、新予防給付の認定につきましては、認定審

査会でもって決定いたしますので、当方はちょっとそ

こについてはできないわけでございますが、要支援１

の機能訓練と申しますか、そちらにつきましてはもっ

と事業所とも研究いたしまして、効果がある方向を考

えていきたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 清水委員。 

○清水崇文委員 57ページ、２項の３目児童福祉施設

費の中で、山形町においてはへき地保育所なり児童館

という中で幼児教育を保育をしているわけですが、中

心なわけですし、久慈市においては公立保育所が中心

というふうなことで、その中で保母さん方の交流とか、

人事交流等については今後考えておられるのかどうか

ということについてまずこの１点お伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（宮澤憲司君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） 保育士さんの人事にかかわっ

てのご質問かと思うんですが、保育士という資格をお

持ちになっている方であれば当然この人事交流という

のは今後必然的に出てくるというふうに認識している

ところであります。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 清水委員。 

○清水崇文委員 わかりました。というのは、特に山

形町においてはだんだん子供が減っていますし、多分

ことしも20人ぐらいかなというふうなことだと思って

いるんですが、その中でその保育所自体も３人４人の

小さな保育所が多くなっていくと、その保母さん方も

前から言い方もちょっとつらいんですが、ベテランの

方々が多くなってきて非常に人間関係が濃くなってい

く、その中で若いお母さん方がなかなかこういう言い

方はあれですが、保母さん方にものを言えないという

ふうな話も聞かれております。ぜひその辺でそういう

ふうな人事交流も考えていただきたいということで、

答えは要りません。 

○委員長（宮澤憲司君） 八重櫻委員。 

○八重櫻友夫委員 私からは57ページの学童保育所の

建設見通しについてお伺いしたいと思います。 

 今までは長内小学校、それから侍浜、そして湊とい

うふうに建設されてまいりました。私は今回の予算で

も次あたりは小久慈小の管轄の学童かなという思いも

ありましたんですが、先ほどの質問の中にも久慈小の

学童の関係も話が出てきましたんですが、私はやはり

学童保育所というものはこれは毎年入所式には呼ばれ

るんですが、父母の皆さん方が協力して運営をし、お

金を出し合ってやる、そしてまた行事等も進んで積極

的に参加してやっているということで大変すばらしい

ものだなという思いでいっぱいでございます。また、

その一方、市の方からも修繕費用も出していただきな

がら古い建物でありながらも十分運営してまいりまし

た。 

 そこで、お伺いしたいんですが、例えば私はやはり

早めにこの学童保育所というものは必要な思いでお話

ししますが、父母の皆さん方が中心となって学校付近

の用地交渉等に当たって場所の確保等に動いて見通し

がついた場合、市の方で小久慈小付近に学童保育所を

建てる見通しはあるのか、早めに建設する見通しがあ

るのかどうかその１点をお伺いしたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 父母の会の方々が

工夫しながら用地を見つけたと、それで建ててくれな

いのか、できないのかというふうなご質問だというふ

うに理解しましたが、実は湊学童保育所の建設費は、

久慈市の土地に建てて2,500万弱予算がかかっており

ます。借地に建物を建てるということになりますと、

継続的なサービスを提供できない可能性もあるという

こともありまして、そうしますと用地取得というふう

な部分がいろいろと課題になってくるわけでございま

す。そこで、費用がどのくらいになるかといいますと、

予想するところ5,000万か6,000万ぐらいになる可能性

もあるだろうということで、非常に財源が厳しい状況

でございますので、その辺についてはこれからいろい

ろと調査しながらいろいろ検討といいますか、考えて

いかなければならないだろうというふうに思いますの

で、ご了解願いたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 この際、暫時休憩いたします。 



－37－ 

 再開は午後３時15分といたします。 

午後３時03分   休憩 

──────────────────── 

午後３時15分   再開 

○委員長（宮澤憲司君） 休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 歳出、４款衛生費、説明を求めます。末﨑総務企画

部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 58ページの中ほどに

なります。 

 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４億5,933万円を計上、前年度と比較

して2,224万1,000円、4.6％の減でありますが、主に

職員給与費の減であります。 

 60ページになります。 

 ２目老人保健費は7,205万5,000円を計上。 

 ３目予防費は3,968万8,000円を計上。 

 ４目環境衛生費は4,369万1,000円を計上、前年度と

比較して669万5,000円、13.3％の減でありますが、主

に前年度の小規模飲用水施設整備費補助金の減であり

ます。また、環境基本計画策定事業費を計上。 

 保健衛生費は合わせて６億1,476万4,000円を計上い

たしました。 

 ２項清掃費でありますが、１目清掃総務費に６億

3,838万円を計上しました。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。田表委員。 

○田表永七委員 １点お伺いいたします。 

 環境衛生費、地球温暖化対策推進事務費にかかわっ

てであります。その下にも地球温暖化防止活動団体補

助金とありますが、両方にかかわって質問いたします

けれども、一般質問でも論議のあった問題であります

が、端的に言えば私は事業費の額から見ても非常に弱

いのではないかなとそういう印象を受けるわけであり

ます。具体的にもっと焦点を絞った運動が実施されな

ければならないのではないかなとそういう思いであり

ます。例えば市民の意識啓発の面から考えても、ある

いは実際にその目標とするＣＯ２削減の点からも具体

的な運動ができれば市民共通の形として実施されると

いいのではないかなとそういう思いがどうしても強く

あるわけです。 

 例えばノーアイドリングの日とかというのを設定す

るとか、アイドリングはできるだけやめましょうみた

いなステッカーは張ってはあるわけですけれども、私

はやはりもっと規制力のあるといいますか、行動が伴

う運動の形態がいいのではないかとそういうように思

います。月１回でもいいし、何カ月に１回でもいいで

すが、具体的に一斉にそういう問題に取り組んで、そ

して例えば指導員を何人か用意をして駐車場といいま

すか、そういうところに行って市民と対話をするとか、

そういったことがいいのではないかなと思うわけです。 

 私はスーパーといいますか、ああいうところ、それ

から大型店なんかの駐車場へ行くと、だれも乗ってい

ないのにずっとエンジンがかかっているという車をた

くさん見かけます。ああいうことを一つの運動のター

ゲットといいますか、テーマにしてやってもいいので

はないかとそう思って今質問するわけでありますが、

何とか団体がつくられたからそれに補助をするとか、

企業ぐるみで運動を展開するよう呼びかけてあるとか、

いろいろ一般質問でもお答えはありましたけれども、

私は市がもっと強い指導性を打ち出して市民運動をや

ってほしいと、そういう考えはないのかどうかをお伺

いしたい。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 稲村市民課環境保全担当課

長。 

○市民課環境保全担当課長（稲村憲一君） 今の質問

でございますが、市がもっと主導的にやるべきだとい

うことの質問と受け取りましたけれども、市だけでは

できないことというのがございます。行政だけでは、

それで例えばこれについても市でも限られた予算があ

りますので、あるいは県の方でも温暖化推進事業とか

いろいろやっております。それで、県等と連携をして、

例えば国では環境大臣が「我が家の環境大臣」という

ふうな個別に皆さんこれを進めましょうということで

やっているんですが、いずれそれらも活用したり、そ

れから今度つくられました協議会でございますが、い

ずれそれらの団体、あるいは市民も個人的に田表委員

さんも入ってもらっておりますけれども、ありがたく

思っております。そういった意識を例えば協議会に入

った方には、私はその温暖化を積極的にやっているん

だよということで、会員証とかあるいは企業であれば

もう店の前に張っておくと、そういう会員証とかそれ

を持ってもらうことによって温暖化に貢献しているん

だといったのを進めていきたいと、いずれ一般質問で

も部長がお話ししたんですが、一朝一夕にはできるも
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のではないと、ただ地道にいずれ小さいことでもまず

できることからやってもらうんだと、そういったのを

今度の協議会、あるいはそういったので意識啓発を強

めていきたいなと思っておりますので、ご了解をお願

いいたします。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 田表委員。 

○田表永七委員 今の稲村課長のお話、それはそれで

わかります。私が言いたいのは、そういった民間の任

意団体といいますか、そういうところがいろいろな角

度から活動するということを導いていく行政の指導性

というのもそれも大事だとそう思います。そのほかに

やはり市が直接指揮をとってやる運動をやってみるべ

きではないかというのが私の意見なんですが、そうい

うことについてお考えは、今の答弁では見えてこない、

ないならないとおっしゃっていただければ、その次の

手を考えますけれども、そうもおっしゃらない、私は

そういう思いがあって、課長が言いましたように、協

議会に加盟はしましたけれども、なかなか立ち上げた

ばかりだからやむを得ないかもしれませんけれども、

活動が見えてこないと、そう思っているところです。 

○委員長（宮澤憲司君） 稲村市民課環境保全担当課

長。 

○市民課環境保全担当課長（稲村憲一君） 田表委員

のおっしゃることは全くそのとおりだと思っておりま

す。それで、実はこの協議会を立ち上げる際に今私ら

は事務局を担当しているわけなんですが、本来は民間

の方に事務局等をお願いして、もっと民間の方が活発

にできないのかなといういろいろな準備があったんで

すが、ぜひ市の方でお願いしたいということがありま

して、そういう強い思い、そうであれば私らも一緒に

やりますよという強い思いがありました。そういった

意味で、表には正面的には余り出てないんですけれど

も、実際は事務局がこの協議会を強く引っ張っていか

なければならないなというふうに思っておりますので、

ご了承をお願いしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（宮澤憲司君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 環境衛生のいわゆる今話題になって

いる温暖化防止、ＣＯ２の削減の関係で、県ではペレ

ットストーブを随分推奨して助成金を出したりしてや

っているんですけれども、いまだその目標の半分にも

ならないというような状態なようですが、市としては

このことについてどのようにか対応をしようと考えて

いるのか、そういう余裕がないのか、その考え方をお

願いします。 

○委員長（宮澤憲司君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 今、衛生費の款でありました

ので、ペレットストーブその直接のことについては答

弁者が来ておりません。そのことについてはご理解を

賜りたいと思います。 

 ただ、ペレットストーブは確かにＣＯ２に対しては

ニュートラルというふうに言われているわけでありま

す。そのことに基づいて県でも推奨しながらこれを進

めているといった状況にあります。したがって、私ど

もはその県の行っている施策について市民の皆さんに

しっかりとお伝えしながら導入方についてお願いをし

ているということであります。 

 また、平庭高原エコパーク新たに浴場ができるわけ

でありますが、ここにはペレットストーブといいます

か、チップボイラーこういったものを導入をするとい

う方向で貢献をしていきたいというふうにも思ってい

るところであります。 

○委員長（宮澤憲司君） 了解できますか。 

 城内委員。 

○城内仲悦委員 第１点は、ごみ収集場所の補助金で

すが、ことしも３万円が変わっていないのか、値上げ

を考えたのか検討したのかどうかお聞かせください。

445万予算化されておりますが、１カ所ちゃんとした

のをつければ20万はかかるんですよね。そうすると私

が住んでいる町内では班ごとに対応しているんですよ

ね。そうしますと町内会では３万円は出すんですが、

市からの３万円で、20万だと14万個人負担になってし

まうんですね。風が吹いても少々の嵐でも飛ばないよ

うなのをつくるには20万要します。そういった意味で

は市の補助金の３万円というのは極めてちょっと少な

過ぎるのではないかというふうに思うんですが、３万

円であればその再考を願いたいと思いますが、お聞か

せを願いたいと思います。 

 もう１点は、先ほどの歳入で生活衛生とか清掃に関

連するわけですが、ＥＭ菌の問題です。これは隣の軽

米町では、実は農業委員の皆さんが組合をつくってプ

ラントももう既につくって動いているんですね。みず

からプラントをつくって液をつくっております。それ

を使って生活に活用すると、例えば流しを使ったらそ

れを使うと、そうすると排水をきれいにしてくれると
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いうこと、それからプールに２リッター瓶を――どこ

の50メータープールだか25メータープールだかわかり

ませんが、90本を入れたと、その結果清掃もしやすい

し、そして透明度が上がったそうですね、プールの水

の。今、久慈市でも多分冬場は水を満タンしておくわ

けですが、その場合にそれを入れておいた後清掃する

とそういった効果が出ると、あるいはまたお米にも使

ったようです。その成果が出て米も高く売れています

よというのが農業委員会の方々の情報でございます。 

 そういった意味で、先ほど言ったように生活雑排水

が浄化槽があるところとないところと全然違うわけで

す。そのまま流しておくと非常に夏場くさいわけです

ね。非常にくさいです。それの対応でＥＭ菌の液を日

常生活の中で家庭で使っていくと、トイレに流す、そ

して家庭の茶碗を洗ったときに流すということをやっ

ていきますとそういった効果が出るそうですが、そう

いった点でそういったことを含めてこの点活用してい

く方向があってもいいのではないかというふうに思い

ますが、そういうお考えないか、あるいはこういう情

報をつかんでいないのか、つかんでいるのか、その辺

を含めてお聞かせください。 

 それから、がん対策ですが、ここで言うと老人保健

費でみて委託料の6,600万の中でみているのか、ちょ

っと説明の中にがんのそれぞれの項目の予算額が不親

切にも見えてこない、恐らくは委託費としてみている

と思うんですが、その詳しい内容、例えば乳がんとか

前立腺がんとかさまざまあるわけですけれども、そう

いった対策の関係はどの程度見積もりになったのかお

聞かせください。 

○委員長（宮澤憲司君） 稲村市民課環境保全担当課

長。 

○市民課環境保全担当課長（稲村憲一君） ごみ集積

場の件でございますが、昨年と同じ３万円ということ

で予算化しております。 

 それで、例えば18年度の申請があった場合の平均的

な平均補助額というのが大体２万6,000円程度、３万

円にいってないような集積場が多いと、平均して２万

6,000円程度ということでございます。それら限られ

た予算の中で多くの希望者に何とか希望するところで

は設置していただきたいなということでございますの

で、現在いずれ２万6,000円ということで、ことしは

このままでやりたいということでご理解をお願い申し

上げます。 

 それから、ＥＭ菌のことでございますが、実は私ら

もいずれかの議会で城内さんから質問があった際にそ

の後いろいろ情報を収集してみました。確かに軽米町

では農業委員が15人で10万円ずつで150万円の設備投

資をしたということでございます。ただ、その後につ

いては、町の農業委員会等から聞きましたら、その民

間団体で立ち上げてまず自分たちがいろいろやってみ

ているんだと、それで久慈市ではどうかということな

んですが、実は久慈市でそれを使って実証といいます

か、いろいろやってみている人がいるんですが、いま

いちだという評価でございます。 

 それで、それも多くのところから情報を収集したわ

けではございませんので、今のところそういった民間

の立ち上げとか、状況とかを見守るべきではないのか

なというふうに考えております。以上であります。 

○委員長（宮澤憲司君） 勝田保健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） それでは、がん検診

の経費についてのご質問にお答えします。 

 予算の計上につきましては、老人保健事業費7,204

万6,000円計上をお願いしておりますが、この中に計

上させていただいております。委託料の額で申し上げ

ますと、多項目も含めまして約6,627万円ほど計上予

定でございます。 

 おおよその額で申し上げます。子宮がん検診が588

万円、それから胃検診が1,004万7,000万円、多項目検

診で3,086万8,000円でございます。それから、肺がん

検診が530万9,000円、乳がん検診につきましては645

万8,000円、大腸がんにつきましては371万7,000円、

肝炎の検査でございますが、131万3,000円、前立腺が

んにつきましては126万円、訪問検診41万8,000円と個

別検診の100万円というふうな内訳になってございま

す。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 ごみ収集場所の平均が2万6,000円だ

ということでいいんだということですが、いわゆる安

全性とかその辺きちんと確保しておればいいんですけ

れども、私たちが頼めば製造物責任法という法律があ

って、もしそのごみ収集場所が転んだり飛んだりして

問題が起きればつくった人が責任があるんですという

ふうになっているんです、今の法律。したがって、私

どもが頼んだ業者はきちんと計算をして大丈夫だとい
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うことで頼むんですが、その辺は例えば今２万6,000

円で平均でいいんだという答弁がありましたけれども、

実際つくっている場所、つくったものがその辺の構造

計算もちゃんと出てきて大丈夫だということになって

いるのか、あるいは形があって物が置いてあるだけな

のか、その点がちょっと私吟味してほしいんです。そ

の辺が気象異常で風が吹きますから、そういうので飛

んでなったときの責任が問われますから、その点の私

は吟味をしていただきたいなと思うので、先ほど私が

申し上げたように、私どもがつくったときに20万がか

かっているという、現に、それが実態です。そういっ

た点もありますから、平均だけ追わないでそういった

安全性もぜひ確保できるような対応をしていただきた

いのが第１点です。お聞かせください。 

 それから、いまいちというお話しいたしましたが、

ＥＭ菌、軽米町では大がかりでやっていますから、そ

ういったちょびちょびやったデータでなくて、そうい

った農業委員会が団体をつくって生産をして、そして

町とタイアップしてやっているわけですよ。そしてさ

っき言ったようにプールにも入れてやっているし、そ

ういったお米にもやっていい高い値段で米を売ってい

るという状況です。そういった意味では活用できる部

分だと私は思うので、そういった点の情報を収集して

いただいて対応していただきたいというふうに思うの

で、再度ご答弁いただきたいというふうに思います。 

 最後に先ほどがん対策の詳細いただきましたが、次

年度はそれをきちんと予算書の中にこういった数字は

示していただきたいと思いますが、当然予算ですから

概算でいいわけですから、概算で組んでいるわけです

から、そういった数値はきちんと委託費6,600万と組

まれても何が何だかわかりませんので、親切な予算書

にしていただければありがたいというふうに思います

ので、その点は要望しておきます。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 稲村市民課環境保全担当課

長。 

○市民課環境保全担当課長（稲村憲一君） ごみ集積

場の件でございますが、これは地域によってはうんと

大きいのをつくれないところもあると、事情によって

いろいろあるようです。それで、確かに頑丈なのをつ

くらなければならない、あるいは班によって人数が多

いところ少ないところがあります。その辺は平均単価

だけ私は話をしましたけれども、いずれその実態に合

ったように一応補助申請の際等も聞き取り等をしてみ

たいと思いますので、ご理解をお願いします。以上で

あります。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） ＥＭ菌の活用につい

てのことでございますが、先ほど課長の方からいまい

ちという話がありましたけれども、ただこのデータ等

はまだ我々もつかまえてございませんので、そういっ

た観点からの話でありますが、ただ一般的チラシ等を

見ますと、このＥＭ菌の効果というものがこういうふ

うに報道といいますか、載ってございます。そういっ

たことを考えますと、これらについて取り組んでいく

必要があるのかなという部分については、そういうふ

うに思っております。いずれいいことは実証をしてい

くということが大事であるというふうに思っておりま

すので、ご理解を賜りたいと思います。以上でござい

ます。 

○委員長（宮澤憲司君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 予算書の摘要欄の

部分もう少し詳しくというふうなお話でございました

が、いずれ財政課と協議をしていきたいというふうに

考えます。というのは、他の事業費の摘要欄の載せ方

とバランスをとっていかなくてはならないというふう

に考えますし、余り載せることによって今度は摘要欄

がいっぱいになって見苦しくなると、その辺等があり

ますので財政課といろいろとそういうことを含めなが

ら検討をしてみたいというふうに考えます。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 取捨選択ですが、選択してお願いし

たいと思います。 

 ３万円の件ですが、課長、結局今上げられたように

大小もあるし、地域によって20万かかっている10万か

かっているのもあるわけです。だから10万を超えたか

ら云々というところだけの決め方だからその辺が弊害

が出てくるんです。そういう平均だけとっちゃう、だ

から20万かかった場合はこうだという形のランクづけ

の補助金のあり方、総額幾らかかったとそれを見たと

きに10万超えたら幾ら、15万超えたら幾ら、20万超え

たら幾らというランクをつけてもらえば、結局10万円

かかっても３万円、20万かかっても３万円しかもらえ

ないでしょう。そこのところを私は考慮していただき

たいと、そうすると改善方が図られるのではないかと
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いうふうに思うので、考えてみていただきたいんです

が、よろしくお願いします。 

○委員長（宮澤憲司君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） ごみの集積場の件で

ございますが、確かに地域の方々には大変ご苦労をか

けているとは思っております。我々も一つの集積場を

つくるのにいろいろなお金を私たちも出します。ただ、

やはりごみは行政のみだけではなくて、やはり地域で

もその部分についてはやはり対応することは必要では

なかろうかなと思います。いずれそういったことで今

現在はこの補助制度について何とか今のままで実施し

ていきたいと、まだこれ以下にしようという考え方は

ございませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 皆川委員。 

○皆川惣司委員 59ページの母子保健事業に関してご

質問申し上げます。 

 その母子保健でありますけれども、健診ですね、例

えば３歳児健診等でございますけれども、これらの健

診の連絡手段ですね、文書とか、あるいは広報等で周

知しておるとは思うんですが、どういうふうな連絡の

手段をしておるのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 勝田保健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） 母子保健の事業の周

知の仕方というご質問でございます。母子保健につき

ましては、個別健診につきましては、それぞれ赤ちゃ

ん手帳なり母子手帳なりに受診券を添付してそれぞれ

の時点で配布をしております。 

 それから、集団検診の場合につきましては、広報等

で周知を行っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 皆川委員。 

○皆川惣司委員 私山形地区なわけでありますが、少

子化時代でありまして、山形村時代は文書による通知

ということで徹底をしておりました。広報に上がって

いたというのをわからないでというか、そういう面が

ありまして、山形地区は診療所で健診をしておったと

いうことがありまして、久慈市と合併してからは元気

の泉ですか、そっちの方で検診ということで慌てて検

診に間に合った、その日でなくてもいいかどうかはわ

かりませんけれども、そういった周知の仕方をやはり

徹底をしていただきたいというふうに思いましたので、

その件について再度お願いします。 

○委員長（宮澤憲司君） 勝田保健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） 周知の仕方をもう少

し検討をというお話でございます。その点につきまし

ては、これからさまざま検討して周知を徹底してまい

りたいというふうに考えておりますので、ご了承願い

ます。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 すみません。最後の議会ですので、

ひとつご配慮お願いします。 

 それで火葬分担金に関連してぜひお願いしたいんで

す、お聞きしたいんですが、火葬場の待合室にクーラ

ーをつけていただきたい、ぜひ要請していただきたい

と、去年の夏場の暑さで本当にあそこで２時間待って

なくてはならない、非常に苦痛なわけですよ。 

○委員長（宮澤憲司君） 城内委員、広域の方に要請

してくださいということですか。 

○城内仲悦委員 要望していただきたいものですから、

こうせいああせいではないです。 

○委員長（宮澤憲司君） わかりました。どうぞ。 

○城内仲悦委員 そういうことでぜひこのクーラーに

ついて広域事務組合でできるように働きかけていただ

きたい。 

 もう一つは、ストーブが非常に――きのうもおとと

いも行ったんですが、整備不良です。煙突のないスト

ーブでブルーヒーターというんですよ。あれの非常に

点検が悪い、非常に燃焼が悪くて燃焼のにおいも非常

に悪いし、ぜひこれは定期的にやっているのかと思い

ますけれども、いずれ現時点で見たところ悪いと感じ

ましたので、その点の改善方をぜひ要請をしていただ

きたいんですが、よろしくお願いします。答弁いただ

きたい。 

○委員長（宮澤憲司君） 稲村市民課環境保全担当課

長。 

○市民課環境保全担当課長（稲村憲一君） 火葬場の

分担金に関連してということでございますが、火葬場

のエアコン設置ということの要望でございますが、こ

れについては、広域の方でも年次計画でいろいろ補修

するところがあるようです。いずれにしろその辺は話

はしてみたいと思っております。 

 それから、ストーブの整備不良についても話をして

みたいと思っておりますので、ご了解をお願いします。

以上であります。 
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○委員長（宮澤憲司君） 大上委員。 

○大上精一委員 先ほどの皆川委員さんの件に関連を

いたしますけれども、若いお母さん方からよく合併し

てから言われたわけでありますけれども、子供さんの

健診等について久慈まで行かなければならなくなった

と、これを何とか村で済む、今までのような格好で終

わることができないのかとそういう声を聞いて、前に

もお話ししたような気があるわけでありますが、今皆

川委員さんもお話を出してくれましたので詰めたいと

思うのですが、この文書で広報でというのも一つの手

段ではあるのは理解をしますけれども、村当時は、保

健推進員とかいうあれでかわりばんこに地域でそうい

う役目をしてくださって、懇切丁寧におうちまで来て

いただいてご説明等々をいただくものですから、簡単

には忘れない、それが全部書面でもってといいますか、

そういう格好になっているような嫌いがあると、そこ

でもとのようにしろというのが酷なのか、問題は久慈

まで来なくても用が済むようにしてもらいたいという

ことなわけであります。あと周知の方法は前はよかっ

たなということを申し上げて、ご答弁をお願いしたい

と思います。 

○委員長（宮澤憲司君） 勝田保健推進課長。 

○保健推進課長（勝田恒男君） 恐らく乳幼児健診、

母子保健の中の乳児健診へのご質問だと思います。乳

幼児一般健康診査につきましては、今個別健診として

おります。したがって、赤ちゃん手帳の中に３回分の

受診券をつづり込んで実施、お渡ししているというこ

とでございまして、個別検診のメリットというのもご

ざいまして、赤ちゃんの都合ですとかお母さんの都合

によって都合を見ながら医療機関で受診するといった

形がとれるという一面、デメリットとしては今委員お

っしゃりましたように、受診の日を忘れてしまうとい

ったようなデメリットもございます。今、健診につき

ましては、そのほかの集団健診につきましては元気の

泉でまとめて行っているところでございます。今後も

その方向で進めてまいりたいというふうに思っており

ますが、そのほかに方法があればそれらについても検

討してみたいというふうに考えておりますので、ご了

承願います。 

○委員長（宮澤憲司君） 大上委員。 

○大上精一委員 元気の泉というところでする考えだ

ということでございますが、これまで村当時は村で用

が済んだような感じのやり方を聞いてきたものですか

ら今の質問をしたわけでありますが、これは村の中で

は診療所があるわけでありますけれども、そこでは用

が足されないことになってしまったのかどうか、お聞

かせをいただきたい。要は久慈まで来なくてもできる

ようにお願いできるようであれば助かるという意味で

あります。 

○委員長（宮澤憲司君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 今、課長がお話し

したとおりでございますが、いずれこのことについて

は、いろいろと研究をしてまいりたいというふうに考

えます。 

〔「了解」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款労働費、説明を求めます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 62ページの中ほどに

なります。 

 ５款労働費、１項労働諸費でありますが、１目労働

諸費は、3,777万2,000円を計上。 

 ２目勤労青少年ホーム費は729万4,000円を計上。 

 ３目勤労者家庭支援施設費は1,241万2,000円を計上。 

 労働諸費は合わせて5,747万8,000円を計上いたしま

した。以上です。 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を許します。下舘委員。 

○下舘祥二委員 お伺いします。63ページですけれど

も、中ほどのシルバー人材センター、これについてち

ょっとお聞きしたいんですが、これはこの人材センタ

ーに市がどういう形でかかわっているかということと、

この構成メンバーというんですか、働く方々、これは

山形地区の方々入っているのかどうか、久慈市だけで

なさっているのか、その辺をちょっとお伺いしたいと

思います。お願いします。 

○委員長（宮澤憲司君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） シルバーセンターの

質問にお答えを申し上げます。 

 これは現在久慈市民の対象でございますので、入っ

ているかどうかちょっとそこの確認はしておりません

が、久慈市のシルバー人材センターでございますので、

対象というふうに理解をいたしているところでござい

ます。 

 それから、シルバー人材センターにかかわってのこ

の運営にかかわっての市のかかわりの部分でございま
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すが、これは制度的なものとして定年退職等の高齢者

の希望に応じた就業、それから臨時的、また短期的な

その軽易な労働をできるようなそういう形で高齢にな

ってからの生きがい対策を含めてやっているものでご

ざいます。この運営費に対して市が1,000万助成をい

たしているものでございます。 

 運営にかかわって直接市がかかわっている部分はご

ざいませんで、例えば市のいろいろ行っている仕事に

ついて委託をして実施していると、そういうものがご

ざいます。以上でございます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（宮澤憲司君） 質疑を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○委員長（宮澤憲司君） この際、お諮りいたします。

本日の審査はここまでとし、以降は明日13日に審査を

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〕 

○委員長（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。 

 明日13日の委員会は、午前10時から開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

午後３時55分   散会 


