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午前 １１時００分 開 議  

◎開議の宣告 

○田中敏雄 議長 ご苦労さまです。 

  13番阿部信孝議員から遅刻する旨の通知があります。19番堀田賢逸議員、29番上田隆議員から欠席す

る旨の届出があります。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎発言の申し出について 

○田中敏雄 議長 教育総務部長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。教育総務

部長。 

○田口春久 教育総務部長 議案第157号横手体育館アスベスト除去工事契約の締結の説明の中で、予定

価格と落札率に誤りがございました。正しくは、予定価格２億2,470万円、落札率78.76％でございまし

た。 

  大変申しわけございませんでした。おわび申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会中の継続審査の申し出について 

○田中敏雄 議長 日程第１、陳情第12号地方消費者行政の抜本的拡充及び法制度の整備等を求めること

について及び、日程第２、陳情第18号社会保障関係費の2200億円削減方針の撤回を求めることについて

の２点は、各常任委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第104条の規定によ

りお手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、閉会中の継続審査に付することに決定いたしま

した。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎委員会調査の申し出について 

○田中敏雄 議長 日程第３、委員会調査の継続の申し出については、厚生常任委員長、産業経済常任委

員長、建設常任委員長、総務文教常任委員長から、目下委員会において調査中の事項につき、会議規則

第104条の規定によりお手元に配布いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありま

す。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。 
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【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、閉会中の継続調査に付することに決定いたしま

した。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎認定第１号、認定第２号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第４、認定第１号平成19年度横手市病院事業会計決算の認定について及び日程第

５、認定第２号平成19年度横手市水道事業会計決算の認定についての２件を一括議題といたします。 

  企業会計決算特別委員長の報告を求めます。企業会計決算特別委員長。 

【企業会計決算特別委員長（５番菅篤司議員）登壇】 

○菅篤司 企業会計決算特別委員長 今定例会において企業会計決算特別委員会に付託されました認定２

件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 

  初めに、認定第１号であります。 

  主な質疑と答弁を申し上げますと、横手病院の収入が伸びなかった主な原因はとの質疑に対し、当局

より、入院に関しては１日平均230人の入院患者を受け入れできるように業務の予定量を定めていたが、

今回の実績は１日平均216人で、この部分で収益の減になった。その中で、手術の件数が減ったことな

どで、入院収益が減っている。手術件数が減ったのは、平成18年度は２人体制で診療していた整形外科

が、昨年度は１人になったため、手術の件数もどうしても少なくなってしまったためである。その辺の

ところで当初の想定を下回ってしまったというのが大きな原因と考えているとの答弁がありました。 

  また、整形外科の医師の確保について今後の見通しはとの質疑に対し、当局より、昨年度からずっと

大学のほうに、常勤の医師の派遣をお願いしてきたところだが、昨年度中には難しかった。今年度もお

願いしているところだが、なかなか状況としては難しいところはあるが、引き続きお願いしているとの

答弁がありました。 

  また、大森病院について病床利用率が97.1％だが、今後どのようにしてそこを確保していくのかとの

質疑に対し、当局より、本年度の診療報酬の改定においては昨年よりも診療報酬の単価が下がる率が低

かったということで、当分の間は療養病棟を続けていけるだろうという考えだ。療養病棟については50

床しかないということで、特に、横手市内の病院等々意思疎通を図り、対象となる患者さんを優先して

受け入れるということを今もやっているので、将来もその方向でいって、できるだけ病床利用率を上げ

ていきたいと考えているとの答弁がありました。 

  また、横手病院について、入院、外来の患者数と収益の関係はとの質疑に対し、当局より、入院患者

数が増えているにもかかわらず収益が減っている。分析してみると、単価が下がったということが大き

な原因である。この原因の１つは手術が減っているということであった。項目別に比較してみると、手

術のほかに、処置という項目や、そのほかレントゲンで減っているという状況であり、トータルで入院

収益が約１億円くらいの減収になっている。外来では患者が減っているにもかかわらず、収益は去年か
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ら比べればプラスである。これは単価的に増えたということであった。透析の関係や化学療法による投

薬関係が伸びたということで、単価的に増えた分が患者数の減をカバーして昨年より若干増えた収益と

なったとの答弁がありました。 

  また、横手病院、大森病院ですみ分けをして、特化した専門病院化してはとの質疑に対し、当局より、

現在もそれぞれの立地あるいは歴史の中で役割を持ってずっと存続していた病院であるので、この役割

をきっちり分担しながら、今後も２つの病院で運営していきたい。幸いにも２つの病院は、西の端と東

の端ということで位置的にも非常に均衡がとれているかと思う。ある部分で特化したというのは一つの

選択肢として考えていくところはあると思う。大森病院については、横手病院が完全な急性期病院であ

るのに対し、大森病院は亜急性期病院と慢性期病院で、一般病床は100床、50床が入院期間の制限のな

い身体障害者施設病棟とか療養病棟であるので、経営状態が悪化しない限りにおいては、このような地

域医療を行えるような経営形態で病院を運営したいと考えているとの答弁がありました。 

  また、特色ある経営の中で病院の診療科、ドクターも含めてもっと具体的に黒字にするための計画は

との質疑に対し、当局より、横手病院では整形外科はずっと定評のある科であったが、医師の絶対数が

不足という状況にあるので、今後も、整形外科の医師の確保には引き続き頑張っていきたい。また、消

化器科については医師数も増えてきているので、病院としての特色を出していきたい。あわせて、厚労

省でも糖尿病を含めた疾患の治療という部分を強化しているので、糖尿病の治療や肝臓関係についても

医療の特色というようなものを出していきたいと考えているとの答弁がありました。 

  討論では、柿崎実委員より賛成の立場で討論があり、要旨については、認定に賛成する立場で一言だ

けお話し申し上げる。今回の平成19年度の決算は、何といってもこれまで黒字を計上してきた両病院が、

横手病院が医療収益、医療外収益を含めてマイナスとなった。大森病院も全体としては黒字の収支であ

るわけだけれども、医療収益に限ってみると5,000万円近いマイナスとなっていることから考えると、

19年度は総体的に病院経営は大変厳しく、これまでにない内容で決算を打たざるを得なかったというこ

とが 大の特徴だというふうに思う。審査意見書の中で経営分析表もこれまで16年、17年、18年という

決算期の数字から見ると大きく後退しているわけである。これも19年度の大きな特徴ではないかと思う。

特に、整形のお医者さんの補充ができないといった内容などで決定的に外来患者が減少しているところ

に特徴的な要素があると思う。外来患者が喜んで来るような体制をつくらなければならない。相当分析

をして外来患者を迎えるような体制をぜひつくってほしい。私は両病院とも市民、住民のまさに命と健

康を守るために日夜大変な努力をしているわけだから、単年度赤字決算というか、マイナスの決算とな

っても、そんなに一喜一憂する必要はないのではないかなという感じはする。したがって、私は、経営

の状況はいろんな要素があるわけだが、もしかして構造的に大きな要素があって、病院の企業努力だけ

ではどうにもならない要素があるのではないかなとも思っている。いずれにしても、医療環境が厳しい

中で相当努力をしておられるということに敬意を表し、結果は結果であるが、今日までの19年度の経営

の努力を大きく評価して認定に賛成いたしたいとの討論がありました。 
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  本決算について以上の質疑、討論があり、起立により採決の結果、起立全員により、認定すべきもの

と決定いたしました。 

  次に、認定第２号についてであります。 

  主な質疑と答弁を申し上げますと、老朽管のアスベストの危険性の対策はとの質疑に対し、当局より、

全市として老朽化や耐用年数の過ぎた管については、石綿管を含めて38キロメートルほどある。アスベ

ストは空中で飛散して害を及ぼすもので、石綿管そのものが管としての水を汚したりすることはないよ

うにできているが、構造的に弱いので、補助事業がある平成23年ぐらいまでには撤去して、新しい管を

布設したい方向で検討しているとの答弁がありました。 

  また、企業債の借り換えについてとの質疑に対し、当局より、利率５％以上の政府資金の措置は平成

19年度から21年度までの３カ年で実施される計画であり、19年度は利率７％以上、20年度は６％以上、

21年度は５％以上の企業債が対象となる。当市の５％以上の企業債については、全額借り換えによる繰

上償還を行いたいと考えている。金利については流動的であるが、試算では３億2,000万円程度の軽減

を見込んでいるとの答弁がありました。 

  また、昨年６月に策定された水道事業計画の19年度分が達成されていない理由についてとの質疑に対

し、当局より、水道事業計画は上水道と簡易水道を合わせた計画となっており、この決算状況は上水道

だけの決算状況である。なお、水道事業計画については毎年、給水人口、給水量の変動を考慮しながら

検討し、 終的には計画も大事だが、全体的な収支が悪化しないことも考えなければならないとの答弁

がありました。 

  また、平成19年度の水道料金の未収金が増えているが、その原因と対策はとの質疑に対し、当局より、

収入額が18年度と比較し、約2,000万円減少したが、今年３月27日口座振替された料金が金融機関の営

業日の関係で、年度を越えた４月１日の収納処理となっているためである。今後については収納状況を

適切に決算に反映できるよう、各収納代理金融機関と協議したいとの答弁がありました。 

  本決算について討論はなく、起立による採決の結果、出席者起立全員により認定すべきものと決定し

ました。 

  以上をもちまして企業会計決算特別委員会の報告を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議題となっております案件中、認定第１号平成19年度横手市病院事業会計決算の認定に
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ついてを起立により採決いたします。 

  認定第１号に対する委員長の報告は認定すべきものであります。本決算は、委員長報告のとおり認定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

【賛成者起立】 

○田中敏雄 議長 起立全員であります。したがって、認定第１号は委員長報告のとおり認定することに

決定いたしました。 

  次に、議題となっております案件中、認定第２号平成19年度横手市水道事業会計決算の認定について

を起立により採決いたします。 

  認定第２号に対する委員長の報告は認定すべきものであります。本決算は、委員長の報告のとおり認

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

【賛成者起立】 

○田中敏雄 議長 起立全員であります。したがって、認定第２号は委員長報告のとおり認定することに

決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎陳情第１４号～議案第１５５号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第６、陳情第14号妊婦健診の公費助成拡充を求めることについてより、日程第14、

議案第155号平成20年度横手市病院事業会計補正予算（第２号）までの９件を一括議題といたします。 

  厚生常任委員長の報告を求めます。厚生常任委員長。 

【厚生常任委員長（７番小笠原恒男議員）登壇】 

○小笠原恒男 厚生常任委員長 今定例会において厚生常任委員会に付託になりました議案７件、陳情２

件について、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 

  初めに、陳情第14号についてであります。 

  この陳情には木村議員より、妊娠出産は病気ではないとの理由で健康保険の対象とはならないため、

妊婦健診に対する公費助成の要望が高いことは承知している。さらに健診は母子の健康に影響を与える

貧血、糖尿病、高血圧などの早期発見のために必要であることも承知している。しかしながら、厚労省

の言う14回程度の根拠があいまいであること、2007年度から５回分として700億円交付税配分しておき

ながら14回に増やすとさらに年間840億円必要と言われる財源が不透明であること。少子化対策の柱と

する考えのようだが、果たしてこれが少子化対策の柱になり得るか疑問であること。少子化対策には職

場環境の整備、雇用の改善など別の問題の要因が多いにもかかわらず、対策が不十分であること。全国

的には１回から４回の市町村がまだ172ある、全国平均も5.5回という中で横手は10回の公費助成と、既

に全国トップレベルで手厚いこと。財源がはっきりしないならば、結局他の政策と同じように 終的に

は地方自治体だけに負担だけを押しつける結果になるのではないかという懸念。回数に多いにこしたこ

とはないとするならば、なぜ厚労省に乗るような形で当該団体が14回と具体的な数字を示すのが理解で
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きないこと。市当局と我々議会が乏しい予算をどうやったら本当に市民のためになるのか真剣に議論し

ている中で、このような陳情はフェアではないと感じる点。以上の理由から私はこの陳情の採択に反対

とするとの討論がありました。 

  対して、立身議員より、私はこの陳情に賛成の立場で討論する。いろいろな子育て支援のやり方はあ

る。その中で子育ての前に少子化対策をどうするかということが言われている。もう１人２人産みたい

けれど産めない、なぜかというと結局出産費用がかかるし、あと、妊婦健診も費用が高いわけで、１回

3,000円というが、妊娠末期になればいろんな検査があるから１万円を超えたりもする。そういうとき

に出せないということから出産を控えることもある。健診に行けないまま異常出産になるという、具体

的な声もある。実際子供を産みたいという若い人たちの声を具体的にするためには、地方自治体から声

を上げていかなくてはいけないだろう。何とか横手市でも前向きに検討するということを言ってくださ

っているので、ぜひ私は陳情という形でこれを採択することに賛成したいと思うとの討論がありました。 

  採決の結果、起立多数、採択するものと決定いたしました。 

  次に、陳情第17号についてであります。 

  この陳情には特段の意見がなく、採決の結果、起立全員で採択すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第146号であります。主な質疑と答弁を申し上げますと、健保組合などの解散などの影響

はとの質疑に対し、当局より、健保組合が解散したということで企業が存続しているということであれ

ば、その受け皿として政府管掌の社会保険に入る、ただ、国民健康保険にくる場合はその企業が何らか

の形で倒産とか事業活動を停止、休止して廃止したという形になればその従業員の方々は健康保険にい

く場合には任意継続という方法もあるが、大方の方が国民健康保険に入ってくるという形になろうかと

思う。横手市の今の状況を見ると、社保離脱がそんなに増加しているという形にはなってはいない。た

だ、県内企業、それぞれの不況の状況の中で倒産とかいろいろなものが出てきているので、そういう形

がどんどん進むようであれば国保の被保険者が増加して財政的にも厳しくなるのではないかという感じ

はする。ただ、一時的には国保の場合には給与所得者が入ってくるということであれば、それなりの収

入を持った方が入ってくるので、ある程度急激にどうのこうのということはないと思う。そのほうが、

２年後、３年後、職につけないという形になって収入が少ないという形になれば、国保税の問題とかい

ろいろな問題に波及してくるのかなと思うとの答弁がありました。 

  討論はなく、採決の結果、原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第147号については質疑、討論はなく、採決の結果原案どおり可決するべきものと決定い

たしました。 

  次に、議案第148号について、主な質疑と答弁を申し上げますと、ネットワーク構築と全体の掌握に

ついてとの質疑に対し、当局より、まだ県の地域ケア体制の構築の審議半ば途中であるので、その構想

に調和のとれた構築を第４期の中に具体的に打ち出していく必要があるのかなと考えているところもあ

る。地域のＮＰＯあるいは地域のコミュニティーの力、そういったものがなければくまなくネットワー
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クは張りめぐらすというか連携がとれない、高齢者すべてをカバーできないというふうになろうかと考

えている。また、地域ケア体制の協議会の中でも、全体の掌握の部分についてはまだ具体的に示されて

いない。これは県側のほうのニュアンスにみれば、平鹿地域振興局の管内は一本である。横手市は一本

であるということで連携はしやすいのではないかという感じは持っている。ただそこを医師会が持つの

かあるいは横手市が持つのかということについてまだ議論の途中であり、結論は今のところ出ておらな

い状況にある。確かに、現段階では図化されたものではあるが、その中で連携という言葉でしか明示さ

れていない。どこかがリーダー的な形でさばく場所がなければ事は進まないということは確かだと思う。

それが例えば横手保健所になるのか、医師会になるのか、横手市になるのかという関係については、も

う少し議論が必要かなと思っているとの答弁がありました。 

  討論はなく、採決の結果、可決するべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第149号については、包括支援センターという名前についての質疑に対し、当局より、名

称については制度上示されたものなので、使わざるを得ないということがあるが、名称から業務が見え

てこないという課題は現実にある。包括支援センターの運営協議会の委員からも、もっと市民が親しみ

やすい通称か愛称を考えてみてはという意見をいただいており、現在検討している。今年度から健康の

駅推進室と地域包括支援センターが、同じ屋根の下で連立して業務を行っているということで、健康づ

くりという共通の視点から新しい愛称のようなものを検討したいと思っている。目処としては、平成21

年度に提示できればと考えているとの答弁がありました。 

  討論はなく、採決の結果、可決するべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第150号について、主な質疑と答弁を申し上げますと、入所状況とショートの利用状況に

ついての質疑があり、当局より、ショートの場合はその日によって違うか、14名から19名で推移してい

る。一般入所の方も定員120であるが、100から115の間で推移している。ほぼ満床に近い状態だ。14、

15と少ないときの期間を希望するのであれば、比較的はいるが、たまたま19とか18となった場合はお断

りする場合もある。ある程度継続して利用している方もいるので、満杯にぶつかればお断りせざるを得

ないということになるとの答弁がありました。 

  本案について採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第151号について、主な質疑と答弁を申し上げますと、人事異動による職員の減について

の質疑があり、当局より、このたびの７月の異動については、大和更正園とユーホップハウスの兼務職

員であって、予算上が大和更正園のほうに措置されていたもので、今回減額ということになったものだ。

４月からの大和更正園そのものの職員の異動には関係なく、予算上が大和更正園についていたと、実質

ユーホップハウスであったので、そちらのほうが１人欠員になったということで非常勤配置をお願いし

ようとするものであるとの答弁がありました。 

  本案について採決の結果、原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第155号について、主な質疑と答弁を申し上げますと、精検受診率についての質疑があり、
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当局より、精密検査を受けてもらうわけだが、中には受けない方もいらっしゃる。大森病院では、他病

院のほうで受けられると、結果が大森病院のほうへ届かないというので、精密検査の受診率については

把握していない。横手病院では、精密検査を受けた方のうち約４割から６割だと思うが、横手病院のほ

うに来られる。二次健診を受けた方については、それぞれ二次健診をやっているところから健診を受け

たという通知を健診センターのほうでいただいているので、他の医療機関で受けた方についてもその返

事が来れば精密検査をやったかどうだかはわかる。二次健診についても横手病院で受けていただけるよ

うな体制をとれればいいと思っているとの答弁がありました。 

  本案について採決の結果、原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 

  以上をもちまして、厚生常任委員会の報告といたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議題となっております案件中、陳情第14号妊婦健診の公費助成拡充を求めることについ

てを起立により採決いたします。 

  本陳情に対する委員長の報告は、採択であります。本陳情は委員長報告のとおり採択することに賛成

の議員の起立を求めます。 

【賛成者起立】 

○田中敏雄 議長 起立多数であります。したがって、陳情第14号は委員長報告のとおり採択と決定いた

しました。 

  次に、既に議決されております１件を除く８件について採決いたします。 

  ８件は委員長報告のとおり決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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、８件は委員長報告のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎請願第２号～議案第１３８号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第15、請願第２号ミニマムアクセス米の輸入停止を求めることについてより、日

程第18、議案第138号横手市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する

法律第10条第１項の規定に基づく準則を定める条例までの４件を一括議題といたします。 

  産業経済常任委員長の報告を求めます。産業経済常任委員長。 

【産業経済常任委員長（３０番播磨博一議員）登壇】 
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○播磨博一 産業経済常任委員長 今定例会において産業経済常任委員会に付託になりました案件中、議

案１件、請願２件、陳情１件について、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 

  初めに、請願第２号について主な意見を申し述べますと、ミニマムアクセス米77万トンも入ってきて

いるということだが、それが正規のルートで行っているはずのものが、 近の報道のような状況になっ

ていることを考えるに、やはりこれは輸入の停止を求めることが妥当ではないかとの意見がありました。 

  本請願について討論はなく、採決の結果、願意を妥当と認め、採択すべきものと決定いたしました。 

  次に、請願第４号について、意見、討論はなく、採決の結果、願意を妥当と認め、採択すべきものと

決定いたしました。 

  次に、陳情第13号について討論はなく、起立採決の結果、起立全員により、願意を妥当と認め、採択

すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第138号について、主な質疑と答弁を申し上げますと、緑地の面積割合を軽減するメリッ

トと柳田工業団地への適用についてとの質疑に対し、当局より、増設する企業では工場立地法の25％は

大きい割合で、なかなか増設できないといった部分もあって緑地の面積について軽減すると、縛りが少

ない分だけ立地しやすいと思っているので、早く条例化した。また、現時点では、基本計画にあるのは、

第二工業団地だけだ。この工場立地法が適用になるのは敷地が9,000平米以上あるいは建物が3,000平米

以上の工場である。柳田工業団地は造成地で残っている土地の面積が少ないので、今後、未造成の部分

を造成する場合にはこの計画に盛り込むことを検討したい。用地の状況については、市長と市内の候補

地を何カ所か見ているが、優先順位など資料の整理をして検討しているところであるとの答弁がありま

した。 

  本案について討論はなく、起立採決の結果、起立全員により、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  以上をもちまして、産業経済常任委員会の報告を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 

○田中敏雄 議長 ただいまから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議題となっております案件中、議案第138号横手市企業立地の促進等による地域におけ

る産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第１項の規定に基づく準則を定める条例を起立により

採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成
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の議員の起立を求めます。 

【賛成者起立】 

○田中敏雄 議長 起立全員であります。したがって、議案第138号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、既に議決されております１件を除く３件について採決いたします。 

  ３件は委員長報告のとおり決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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、３件は委員長報告のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１５２号～議案第１５６号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第19、議案第152号平成20年度横手市雄物川地域簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）より、日程第22、議案第156号平成20年度横手市水道事業会計補正予算（第２号）までの４

件を一括議題といたします。 

  建設常任委員長の報告を求めます。建設常任委員長。 

【建設常任委員長（３３番佐藤功議員）登壇】 

○佐藤功 建設常任委員長 それでは建設常任委員会委員長報告を行います。 

  今定例会において建設常任委員会に付託になりました議案４件について、その審査の経過と結果につ

いてご報告申し上げます。 

  初めに、議案第152号について主な質疑と答弁を申し上げます。一般管理費の水源調査の内容につい

てとの質疑に対し、当局より、雄物川地域に建設予定の成瀬ダム第二浄水場建設にあたり、厚生労働省

に申請し、許可を得るための水源水質調査の業務委託である。場所は沼館橋付近の新規の水源を想定し

ているとの答弁がありました。 

  本案について討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第153号について主な質疑と答弁を申し上げます。三枚橋地区土地区画整理事業費中の特

定道路１・２・３号線における減額補正によって、来年度の予算措置はどのようになるのかとの質疑に

対し、当局より、来年度については、新規に同額予算措置し、事業に遅延が生じないよう事業進捗を図

っていきたいとの答弁がありました。 

  本案について討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第154号について主な質疑と答弁を申し上げます。補助事業と単独事業の予算組替につい

てとの質疑に対し、当局より、昨年度末に補助範囲の見直しを行い、その内容に基づいて今回、県と協

議をして補助事業に切り替えをお願いをしたとの答弁がありました。 

  本案について討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第156号について質疑、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定い
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たしました。 

  以上で報告を終わります。 

○田中敏雄 議長 ただいまから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議題となっております案件について採決いたします。 

  ４件、委員長報告のとおり決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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、４件は委員長報告のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎請願第３号～議案第１５８号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第23、請願第３号押しボタン式信号機設置に関することについてより、日程第34、

議案第158号財産の取得についてまでの12件を一括議題といたします。 

  総務文教常任委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長。 

【総務文教常任委員長（２０番石井正志議員）登壇】 

○石井正志 総務文教常任委員長 今定例会において総務文教常任委員会に付託になりました議案８件、

請願１件、陳情３件について、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 

  初めに、請願第３号について討論はなく、採決の結果、採択すべきものと決定いたしました。 

  次に、陳情第11号について、今後、過疎法で横手は該当となるのかとの質疑に対し、当局より、現状

では、みなし過疎に該当しており、今後については不安感があるとの答弁がありました。 

  本案について討論はなく、採決の結果、採択すべきものと決定いたしました。 

  次に、陳情第15号について、国と地方の税収配分を５対５にした場合の状況についての質疑に対し、

当局より、現状では税収が増えるか予測できないとの答弁がありました。 

  本案について討論はなく、採決の結果、採択すべきものと決定いたしました。 

  次に、陳情第16号について討論はなく、採決の結果、採択すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第139号について、公益法人への職員の派遣状況についての質疑に対し、当局より、７月

に指定管理者制度を導入した特別養護老人ホーム等へ、約80名を派遣している。法人との協議により、

今後４年間で段階的に帰任する予定であるとの答弁がありました。 

  本案について討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第140号について質疑、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定い
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たしました。 

  次に、議案第141号について、対象となる公庫についての質疑に対し、当局より、５団体あるとの答

弁がありました。 

  本案について討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第142号について、審査の方法・内容と、委員についての質疑に対し、当局より、法律に

基づき、評価に対し不服申し立てがあった案件を、委員３人の合議体により、周囲の環境など含め総合

的に審査する。合併以降、２件の審査を行ったが、いずれも棄却ということで決着しているとの答弁が

ありました。 

  本案について討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第143号について、変更点についての質疑に対し、当局より、国からの資料では、大きな

変更点はなく、支給基準に細かい変更が見られるとの答弁がありました。 

  本案について討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第144号について、主な質疑と答弁を申し上げますと、契約の内容についての質疑に対し、

当局より、実施設計はＮＴＴが工事仕様書を公開している推薦４社による指名競争入札により行った。

施工後は、いわゆる公設民営で、設備をＮＴＴに賃貸することになる。10年の契約期間で、市が使用料

を徴収し、保守点検委託料を支払うもので、これらはほぼ同額となっている。その後も、契約は双方合

意で継続する。実際のメンテナンス料は、年間1,200万円程度と試算しているが、電柱の使用本数等で

確定するとの答弁がありました。 

  次に、今後の整備状況についての質疑に対し、当局より、今回、不要と回答した世帯で、 寄の電柱

まで工事を行わない９世帯について、今後要望があった場合には工事を行うよう協議中である。また、

今回の工事により、平鹿地域、雄物川東部地区が空白状況となるが、西部地区と同時期の来年３月31日

までに光通信のサービスを開始できるよう要望しているとの答弁がありました。 

  本案について討論はなく、起立採決の結果、起立全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

  次に、議案第157号について、主な質疑と答弁を申し上げますと、落札金額と上下僅差の業者は数社

あるが、入札方法に問題はないかとの質疑に対し、当局より、低入札調査対象工事であり、４項目いず

れかで規定の比率に満たなかった３社が自動失格となったとの答弁がありました。また、160日間の工

期で、市民の利用に支障はないかとの質疑に対し、当局より、各団体とも、他の施設に移動するなどし

て活動することになる。なお、大体育室以外は通常どおり使用できる。また、例年実施されている大会

等については、既に各運営機関等に連絡済みであるとの答弁がありました。 

  本案について討論はなく、起立採決の結果、起立全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

  次に、議案第158号について主な質疑と答弁を申し上げますと、運行計画についての質疑に対し、当
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局より、白山地区39名、川西地区68名の乗車予定で、登校時には中学校とも連携するなど、道路事情や

周辺環境も考慮し、安全で効率的な運行を行う。なお、父兄や関係者には説明会を開催し、周知済みで

あるが、予行練習を数回実施し、保護者の不安を解消したいとの答弁がありました。 

  また、スクールバスの今後についての質疑に対し、当局より、能率や路線の研究を行い２台の購入と

なった。運転手の確保が重要な問題で、人件費の削減も念頭にあるが、それによる児童・生徒の放課後

の生活を制約することのないように配慮しなければならない。なお、計算上では、スクールバス１台当

たり500万円ほどが地方交付税参入されるとの答弁がありました。 

  本案について討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上をもちまして、総務文教常任委員会の報告を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 

○田中敏雄 議長 ただいまから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議題となっております案件中、議案第144号工事請負契約の締結についてを起立により

採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

【賛成者起立】 

○田中敏雄 議長 起立全員であります。したがって、議案第144号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議題となっております案件中、議案第157号工事請負契約の締結についてを起立により採決い

たします。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

【賛成者起立】 

○田中敏雄 議長 起立全員であります。したがって、議案第157号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、既に議決されております２件を除く10件について採決いたします。 

  10件は委員長報告のとおり決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】 
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○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、10件は委員長報告のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１４５号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第35、議案第145号平成20年度横手市一般会計補正予算（第３号）を議題といた

します。 

  一般会計予算特別委員長の報告を求めます。一般会計予算特別委員長 

【一般会計予算特別委員長（３番木村清貴議員）登壇】 

○木村清貴 一般会計予算特別委員長 今定例会において一般会計予算特別委員会に付託になりました議

案１件について、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 

  議案第145号の審査につきましては、９月８日に一般会計予算特別委員会を開催し、総務文教、厚生、

産業経済、建設の各常任委員会の所管を審議する４つの分科会を設置し、審査案件をそれぞれの分科会

に委嘱いたしました。各分科会審査は９月19日に行われました。先ほど開催した一般会計予算特別委員

会で各分科会長報告を受け、報告はすべて原案のとおり可決すべきものでありました。 

  本案について質疑、討論はなく、起立採決の結果、起立全員により、原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

  以上をもちまして、一般会計予算特別委員会の報告を終わります。よろしくご審議のほどお願いいた

します。 

○田中敏雄 議長 ただいまから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議案第145号平成20年度横手市一般会計補正予算（第３号）を起立により採決いたしま

す。 

  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

【賛成者起立】 

○田中敏雄 議長 起立全員であります。したがって、議案第145号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。 

  再開時間を午後２時といたします。 

午前１１時５７分 休 憩  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時５９分 再 開  

○田中敏雄 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会案第９号の上程、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第36、議会案第９号ミニマムアクセス米の輸入停止を求める意見書についてを議

題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第９号については、会議規則第37条第３項の規定により、趣旨

説明並びに委員会の付託を省略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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第９号については、趣旨説明並びに委員

会の付託を省略することに決定いたしました。 

  議会案第９号については、議員全員による提出並びに賛成でありますので、質疑はないものとして、

直ちに討論を行います。 

  討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから採決いたします。 

  議会案第９号は原案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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第９号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会案第１０号の上程、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第37、議会案第10号燃料、肥料、飼料、農業資材等の価格高騰に対する緊急対策

を求める意見書についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第10号については、会議規則第37条第３項の規定により、趣旨

説明並びに委員会の付託を省略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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第10号については、趣旨説明並びに委員

会の付託を省略することに決定いたしました。 

  議会案第10号については、議員全員による提出並びに賛成でありますので、質疑はないものとして、



－１９０－ 

直ちに討論を行います。 

  討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから採決いたします。 

  議会案第10号は原案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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第10号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会案第１１号の上程、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第38、議会案第11号新たな過疎対策法の制定に関する意見書についてを議題とい

たします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第11号については、会議規則第37条第３項の規定により、趣旨

説明並びに委員会の付託を省略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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第11号については、趣旨説明並びに委員

会の付託を省略することに決定いたしました。 

  議会案第11号については、議員全員による提出並びに賛成でありますので、質疑はないものとして、

直ちに討論を行います。 

  討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから採決いたします。 

  議会案第11号は原案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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第11号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会案第１２号の上程、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第39、議会案第12号原油・肥料・飼料高騰並びに国産農畜産物増産・自給率向上

に関する意見書についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第12号については、会議規則第37条第３項の規定により、趣旨



－１９１－ 

説明並びに委員会の付託を省略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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第12号については、趣旨説明並びに委員

会の付託を省略することに決定いたしました。 

  議会案第12号については、議員全員による提出並びに賛成でありますので、質疑はないものとして、

直ちに討論を行います。 

  討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから採決いたします。 

  議会案第12号は原案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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第12号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会案第１３号の上程、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第40、議会案第13号地方財政の充実・強化を求める意見書についてを議題といた

します。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第13号については、会議規則第37条第３項の規定により、趣旨

説明並びに委員会の付託を省略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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第13号については、趣旨説明並びに委員

会の付託を省略することに決定いたしました。 

  議会案第13号については、議員全員による提出並びに賛成でありますので、質疑はないものとして、

直ちに討論を行います。 

  討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから採決いたします。 

  議会案第13号は原案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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第13号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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◎議会案第１４号の上程、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第41、議会案第14号生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める意見書について

を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第14号については、会議規則第37条第３項の規定により、趣旨

説明並びに委員会の付託を省略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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第14号については、趣旨説明並びに委員

会の付託を省略することに決定いたしました。 

  議会案第14号については、議員全員による提出並びに賛成でありますので、質疑はないものとして、

直ちに討論を行います。 

  討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから採決いたします。 

  議会案第14号は原案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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第14号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会案第１５号の上程、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第42、議会案第15号自治体の地域医療を守るための意見書についてを議題といた

します。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第15号については、会議規則第37条第３項の規定により、趣旨

説明並びに委員会の付託を省略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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第15号については、趣旨説明並びに委員

会の付託を省略することに決定いたしました。 

  議会案第15号については、議員全員による提出並びに賛成でありますので、質疑はないものとして、

直ちに討論を行います。 

  討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 
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  ただいまから採決いたします。 

  議会案第15号は原案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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第15号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議員派遣の件について 

○田中敏雄 議長 日程第43、議員派遣の件についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本件については、会議規則第160条の規定によりお手元に配付いたしました議員派遣の件のとおり決

定いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、本件はお手元に配付いたしました議員派遣の件

のとおり決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議員定数調査検討特別委員会の設置並びに委員選任について 

○田中敏雄 議長 日程第44、議員定数調査検討特別委員会の設置並びに委員選任についてを議題といた

します。 

  本件については、議員定数に関する事項について12人の委員で構成する議員定数調査検討特別委員会

を設置し、これに付託の上、平成21年３月定例会まで、閉会中もなお調査できることにいたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、本件については12人の委員で構成する議員定数

調査検討特別委員会を設置し、これに付託の上、平成21年３月定例会まで、閉会中もなお調査できるこ

とに決定いたしました。 

  ただいま設置されました議員定数調査検討特別委員会の委員については、委員会条例第８条第１項の

規定により、お手元に配付しております一覧表のとおり12人を議長が指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会の宣告 

○田中敏雄 議長 これで平成20年第５回横手市議会９月定例会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

午後 ２時０９分 閉 会  



－１９４－ 

 


