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宮 古 市 議 会 産 業 建 設 常 任 委 員 会 会 議 録 

 

 日  時                 平成３１年２月２２日（金曜日） 午前１０時００分 

 場  所                 議事堂 委員会室１ 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

 事  件 

 〔付託事件審査〕 

 （１） 請願第３号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める請願 

（２） 議案第27号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例 

（３） 議案第33号 市道路線の認定について 

（４） 議案第34号 市道路線の変更について 

（５） 議案第28号 宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 

（６） 議案第29号 宮古市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

に関する条例の一部を改正する条例 
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議会事務局出席者 

事 務 局 長 菊 地 俊 二 主 査 小 野 寺 泉 
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開  会 

午前１０時００分 開会 

 

○委員長（佐々木重勝君） ただ今までの出席は７名であります。定足数に達しておりますので、これから産業建

設常任委員会を開会します。本日の案件は、付託事件審査６件、説明事項４件となりますので、議事進行にご協

力をよろしくお願いします。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

付託事件審査（１） 請願第３号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める請願 

○委員長（佐々木重勝君） それでは、本委員会に付託された請願の審査を行います。請願第３号「最低賃金の改

善と中小企業支援の拡充を求める請願」を議題とします。本日は、紹介議員の「坂本悦夫」議員、「畠山茂」議

員、そして、請願の提出者である岩手県労働組合連合会から副議長の髙橋基さん、事務局長の中村健さん、宮古

地域労働組合連合会から常任幹事の前川昌人さんが出席されています。よろしくお願いします。それでは、紹介

議員の坂本議員より、請願の内容について説明をお願いしたいと思います。 

○紹介議員（坂本悦夫君） 改めましておはようございます。紹介議員の坂本悦夫と申します。今日はひとつよろ

しくお願いいたします。大変恐縮ですけども、説明のほうは、座らせてやらせていただきたいと思います。それ

では早速ですが、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充」という課題につきましては、これは産業建設常任委

員会の皆さんは既に関心は高く、共通認識の上に立っていると思っております。私のほうからは、簡潔にお話を

して、詳しくというか丁寧には請願者のほうから説明をさせていただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。そこで最低賃金ですが、問題はですね、最低賃金の絶対的な水準が低いと私は思っておりま

す。岩手の水準でいけば、１日８時間、月 20日、20日間働いても、月収 13万人に満たない水準です。そして、

臨時とか、あるいはパートで働く人たちの中には、家計の補助ではなく、生計の担い手となっている人も少なく

ないのです。そういう人たちが、普通に働けば食べていける、普通に働けば安心した生活ができるんだというふ

うになっていかなければならないというふうに思います。それが最低賃金見直しの原点であるべきと思うので

す。最低賃金は、労働者にとっては生活の土台です。適切な着地点を定めてほしいと願っておるところでござい

ます。簡潔ですが私は以上でこれぐらいにして、請願者のほうからですね、説明をいただくことにしたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（佐々木重勝君） 中村事務局長。 

○請願者（中村健君） 請願の提出者の岩手県労働組合連合会で事務局長を務めています中村と申します。 

今日は説明をする時間をとっていただきまして本当にありがとうございます。先ほど坂本議員のほうからもお話

があったとおり、最低賃金の引き上げが本当に急務だと思っています。私たち岩手県労働組合、岩手労連を結成

して 30年になるんですが、一貫して最低賃金の引き上げの運動っていうのを重視をしながら取り組んできまし

た。毎年、県議会ではこの趣旨での請願を提出をしてですね、県段階では毎年採択をされて組合の意見書が上げ

られているんですが、やはりこれだけ地域間格差が広がっている、また人口流出、とりわけ労働力の人手不足が

深刻になっている事態をとらえて、やはり市町村の段階でも御理解いただきながら、国への意見を上げていく

べきだというふうに思ってですね、今期は県内市町村のところの議会の皆さんにも、こういったことで請願を

お願いしているということが一つあります。先ほどお話もあったとおりで、貧困と格差が広がっていく中で、労

働者の 4 人に 1 人が年収 200 万以下のいわゆるワーキングプアと言われますけれども、まともに暮らせない、



4 

また不安定な雇用に就いているという状況の中で、この最低賃金制度をまともに暮らせる水準にしていくって

いうことが極めて重要なことになっているというふうに思っています。かつて前に市町村請願に取り組んでい

た時にですね、2002 年段階の頃に同じような取り組みをして、こういった説明をしたことがあるんですね。当

時はやはりまだ、いわゆるパートやアルバイターの方達っていうのは、家計の補助的な働き方ということが多

かったんですけれども、今は本当にですね、いわゆる非正規での仕事しか就けないという方が非常に増えてい

る中で、賃金がまともに上がっていかない。そして、こう細切れの契約で不安定な状況になっているということ

が問題だと思っています。特に賃金の部分で言えば、この最低賃金というのをまともに暮らせる水準にしてい

くということが共通課題だろうというふうに思っているところです。それで、資料のほうをちょっとご覧いた

だきたいんですが、この署名用紙のカラーのチラシのところにですね、どんどん広がる地域間格差というのが

掲載されてます。表があるんですけれども、2006年の段階では、最低の金額っていうのが当時 610円だったん

ですね。東京が最高額なんですが、719円ということでした。当時のこの地域間格差っていうのが 109円だった

んです。これ自体、私たち問題だと思ってずっと最低のほうを底上げすべきだっていう運動をしてたんですが、

その後、毎年どんどんどんどんその格差が広がってきていて、今では 18年、最低額 761円、これ鹿児島ですけ

れども、761円、最高額が 985円、東京で 224円、ここまで広がってる、倍以上にまで広がってるんですね。１

時間当たりで最低賃金がこのくらい差が開いてるっていうのは本当に深刻な事態だというふうに思っています。

2010 年の段階で、いわゆる政労使合意っていうのがされて、政府と労働者代表とそれから公益代表との間で最

低賃金を大幅に引き上げていこうという合意がされて、いわゆる加重平均で 1,000 円目指すと。それから早期

に 800 円を目指すということでですね、この最低賃金引き上げが図られてきたということ自体は大変大事なこ

とだったと思うんですが、しかし経過の中で、むしろ地域間格差自体は広がってきてしまっているということ

があります。そういった中で、今本当に深刻になってるのが人手不足の問題だと思ってるんですが、やはり賃金

低いところから高いほうに若い人中心に労働力が流れていってしまうという、いたし方ない事態だと思うんで

すね。そのことが、このままでは更に加速していってしまう。今自体加速してるわけですが、さらに加速されて

いくということと併せて、この格差が固定されていってしまうということが深刻だと思ってます。ですから、私

たちは、最低賃金は地域間格差を是正させていくべきだ。むしろ全国一律の最賃制を目指すべきだっていうこ

とで運動を展開してきているところです。従って、今回の請願の主旨としては最低賃金をそもそもまともに暮

らせる水準に大幅に引き上げるということで意見を国に上げていただきたい。併せて、全国一律最賃制の確立

など、この地域間格差を是正をさせる施策ということを進めていただきたいということをぜひですね、意見と

して上げていただきたいということが大きな主眼になってきます。その際にやはり中小企業の皆さん大変です

よね。やっぱりね。まともに事業継続していくということもですね、今復興に向かっていく中でとりわけ被災地

は大変だという事態だと思っています。そういう中で、中小企業への支援策っていうものを抜本的に拡充する

必要があるというふうに思っています。そのことも３番目のとこで強調していることです。いわゆる社会保険

料負担の減免制度などというふうに書いています。いわゆるよく減税するっていうのはやり方などがあるわけ

なんですが、利益を上げて税金を納めている企業にとっては減税って効果的なんですけれども、なかなかそう

いうことになっていない事業者の皆さん、御苦労されるわけです。社会保険料の減免というのは、ほぼ全ての社

会保険に入っている事業者にとってはかかわる部分ですので、非常に効果的だというふうに言われています。

フランスでそういった大規模な、そういった制度を行いながら最低賃金の底上げというのを図ってきてるとい

うことがあります。是非そういったことも含めてですね、御検討いただきながら抜本的な拡充をしてほしいと
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いうことですね。そして４番目のところはですね、やはり大企業で言うと、優越的な地位の濫用、代金の買いた

たき、支払い遅延等などありますけれども、いわゆる下請法とのかかわりです。全体の最低賃金上がってくる中

でいわゆる大企業やですね、上のほうからの圧力で結局下請けのところでは御苦労されるってことが、現在で

も深刻な事態としてありますのでね、そういった引き上げ、最低賃金の引き上げに伴ってそういう圧力が強ま

ることが予想されますので、そういったことにならないように公平、適正なですね取引関係が行われるような

法改正等も強めていきながらですね、取り組むべきだということで４番目も付加させていただいているという

ことであります。是非ですね、今の最低賃金の深刻な低さっていうこともちょっと見ていただきながら御審議

いただきたいと思ってます。この表の最後の４番目のところにそのことが少し触れていますが、では、最低賃金

ってどのぐらいの水準というのが本当に必要なんだろうかということを私たちも調査をしてみました。マーケ

ットバスケット方式といいまして、必要な物を積み上げていくと大体１ヵ月でどのくらい必要なのかっていう

ことを静岡県立大学の中沢先生に監修いただきながら調査をいたしました。そうしますとですね、関東地方で

調べても、東北地方で調べても、全国どこで調べても概ね最低限必要な額っていうのは実はそんなに変わりが

ないんだっていうことが明らかになってきました。この表では、秋田県 21 万 6 千何某というふうにあります。

岩手県の場合ですと、この同じ調査で 22万 8千円というふうに出たんですね。埼玉で 24万、静岡で 24万、福

岡で 22万、おおむね 22万から 24万というところに大体収まってくるということなんです。どういうことかと

言いますと、いわゆる関東圏家賃が高いでしょうというふうによく言われます。ですが、公共交通機関が発達し

ているので車がなくても、仕事をしながら生活するっていうことは可能なんですよね。ところが東北地方の場

合は、なかなかそうはいかない。車がないと、いわゆる働きながら生活してくってことができないということが

あって、結局行って来いで車の維持費等で最低限生活していく分には東北のほうもそれなりの負担が必要だと

いう結果が出るんです。ということで、最低限本当に必要な額っていうのは実は全国そんなに格差がないとい

う中で、最低賃金の制度自体は大きな乖離が出ていること自体がそもそも問題だと。ですから絶対額の水準が

低いこと、そして格差が拡大していること、このことで捉えていただきながら大幅な引き上げと格差の是正っ

ていう点でですね、是非御理解いただいて進めていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（佐々木重勝君） あとはよろしいですか。高橋副議長。 

○請願者（髙橋基君） 岩手労連副議長で岩手生協労働組合の執行委員長しております高橋と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。座ってお話をさせていただきます。岩手生協ですので地元にも今４店舗のお店を構

えさせていただいております。そこで働いている労働者の代表という形で取らせていただいておりますけれど

も、岩手生協では、今、７割ほどがパート職員、アルバイトということでですね、非正規というくくりの中での

暮らしを、働き方をしております。その中でも、やっぱりどうしても家計の補助ではなくて主たる生計者として

ですね、働いているパート職員も以前よりもですね大分増えてきてるっていうのが実態です。そういう中で、こ

の私たちは全国一律っていうのを求めておりますけれども、岩手県の最低賃金ですと今 762 円になっておりま

して、これを月額に直すと約 13 万ちょっとぐらいにしかならないんですね、ここからですね社会保障だとか、

税金だとか、さまざまなものを引くと実質は手取りで家賃も引いていきますと約 7 万から 8 万ぐらいですか。

暮らせないっていうふうな状況になります。いろんな借金だとかも含めて考えていくと本当に生活するのが大

変だということがですね明らかになってきております。先ほど中村のほうからもお話ありましたように、全国

どこで暮らしても、22万ぐらい必要だというのが明らかになっている中で、全く 13万では足りないっていうの

が実態です。そういう中でですね、本当に大変だという声が大きくなってきています。また、お隣の秋田県のほ
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うでは同じような議会請願をしておりまして、市町村段階でですね、この請願がですね大きく広がってですね

採択されてるという流れもあります。やっぱり地方の中では人口減少が本当に深刻な問題になっております。

岩手生協の職場でもですね、人手不足が深刻でございますので最低賃金を上げて、そしていかなければいけな

いなというふうに思っています。最低賃金が、その非正規の人たちだけの問題ではなくて、公務員をはじめとし

た大卒初任給だとかそういったところにもですね反映していて、その格差がですね、東京と大分広がってるっ

ていうのも明らかになってきていますので、このボトムの引き上げ、最低賃金の引き上げというのは、地方にと

っても喫緊の課題だなというふうに感じておりますので、ぜひ皆さんの御協力で請願を通していただければと

いうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（佐々木重勝君） 説明が終わりました。これより、請願第３号に対する質疑を行います。質疑のある方

は挙手を願います。どなたかありませんか。佐々木委員。  

○委員（佐々木清明君） おはようございます。今も縷々説明がありまして、請願に関しては一応賛成の立場です

けども、中小企業というのは法人税では１億円以下ですがね。それで、製造業とか運輸業かな、建設業等につい

ては資本金が３億円以下で従業員が 300人、卸業が資本金は１億円で従業員が 100人以下、サービス業は 5,000

万円で 100人以下、小売業は 5,000万円で 50人以下。確かに私はそのように理解はしてますけども、今の説明

で２行目かな、消費支出の減少を続けていますと。この雇用の流動化が推し進められ、これから先もこのような

状態がますます激しくなってくるのではないかなあと思ってましたんで、その辺をどのように考えおるのか。今

現在は４割かな、５割に達する可能性もあるわけで。その辺をどのように考えているのか。 

○委員長（佐々木重勝君） 中村事務局長。 

○請願者（中村健君） ありがとうございます。雇用の流動化のことですよね。現在、やはり終身雇用がですね、

ずっとこの間、大企業を中心に是正をされてきてますかね、見直しがされていく中で、いわゆる成果主義的ない

わゆる雇用管理体系というのが進んでいく中で、さらにこの流動化政策進んでいくというふうに思っています。

政府もどちらかといえばそういった方向に持っていこうとしてる中ですので、ますますいわゆる正規雇用と言わ

れる方っていうのがもっと減らされていく。そういった中で、いわゆる非正規雇用の人たちがうんと増えていく

流れになってくるだろうというふうに思っていますので、そのこと自体、どう歯止めかけていくかっていうテー

マ別途あるにしても、まともな、やはりですね、最低賃金の引き上げですとかセーフティーネットのところをど

うしっかりさせていくかっていうのは、ますます大事になってくるだろうというふうに思っています。 

○委員長（佐々木重勝君） 発言にあたって御協力をお願いしたいと思います。この場においては、あくまでも質

疑の場ですので賛否を表明するのはまだちょっと早いと思いますので、その辺を踏まえて質疑をお願いいたしま

す。佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 

確かにこれ労働組合ということで労働組合のほうの請願ということですけども、やっぱり企業がある以上は会社

があるわけです。会社でもやっぱりいろんな経営、自分たちでやっぱりこのぐらい給料払えば何とかやっていけ

るというような経営状況等もいろいろ会社側では考えていると思うんです。非常にこの、どこかに書いてあるけ

ど 1500 円まで上げるというような感じで書いてありましたけども、ちょっとやっぱりこれ会社側との交渉等も

やっぱり常に必要ではないかなと思ってましたけれども、その辺どうでしょう。 

○委員長（佐々木重勝君） 中村事務局長。 

○請願者（中村健君） ありがとうございます。このチラシ自体はこういった運動しますよ、ってことの紹介なん



7 

ですね。最低生計費から割り返せば、やっぱり最低限必要なのは 1500 円くらいになるでしょうっていうそのそ

ういった理屈で目指そうというのです。ただ、今すぐね、1500 円っていうのはまず不可能でしょうというふう

に私たちも思っているんです。ですから、中小企業の皆さんにも、やはりご理解いただきながら、やはり賃金を

底上げしていって、地域経済自体が発展していく、そういったようなサイクルをつくっていくというようなこと

を重視しながらですね、ご一緒に進んでいけるような形が望ましいかなというふうに思っていました。そういう

わけで私たちも最低賃金の底上げを求めると同時に、中小企業の皆さんへの支援策を抜本的に拡充していくって

いうことが大事だと思っていますし、そういった運動も強めて進めてきているということです。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） この請願の要旨、趣旨これ十二分に理解をいたします。それぞれこの文章読んでやると全

くそのとおりだなというふうには思うんですが、今、佐々木委員もおっしゃったとおり、最低賃金、本来であれ

ばこの趣旨のとおり全国一律になれるんであれば、もう法律になれるんでばこのくらいいことはない。あと言う

ことはない。が、しかし、今までの最低賃金法というのはこれはやっぱり都道府県ごとに、それぞれ今佐々木委

員がおっしゃったように政権もその事業者の賃金支払いのこともあるし、経営のこともある。だから、それぞれ

中小企業は特に地方に多い。特に地方に多くても、また都市部にあっても大企業からの下請、中小企業が多い。

そういうことを考えると非常にこのとおりなんですが、本当に支払える能力という部分に行くと非常にここら辺

は厄介なもんだなというふうに思うんですが。何を聞きたいかといえば、そういう最低賃金法というものがある。

その中で、最低 1000円、この 1000円の平均の最低賃金を設定をということなんですが、それで初歩的なことを

聞きます。本当に初歩的なこと。ここにワーキングプア、私のわかったつもりでいるんです。これはやっぱりパ

ート、アルバイトを含めて労働は正社員、正職員並みに働いているがゆえに、賃金はそれに見合ってないという

ものだけを指しているものをワーキングプアっていうものなのか。アルバイト、パートタイマー、パート、そこ

ら辺の兼ね合いもどのようなあれがこのワーキングプアと称されてるあれに含まれてるのか。ここちょっと初歩

的ですけれども、わかったつもりですがわかんなくてでわかったふりするのはあまりよくねえんでねえがと思う

んで理解するために聞くんですが、そこら辺、説明をお願いします。 

○委員長（佐々木重勝君） 中村事務局長。 

○請願者（中村健君） ありがとうございます。ワーキングプアのことですよね。前文のところにも若干触れてい

ましたが、年収 200万以下のワーキングプアって表現しています。いわゆる８時間労働をきちっとしているにも

かかわらず年収では、200万に到達しないといったような働き方をしてらっしゃる方を一応ここではワーキング

プアというふうに言っています。独立自立をして生活を営むのが困難な水準、また結婚をしてですね、社会的な

生活を営んでいくことがやっぱりこの水準では困難だというふうに言われていますので、こういった方達が増え

ていっていること自体がこの社会問題になってるということで捉えています。以上です。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） 言ってることわかります。それで、ちょっとこの文章、これまで全国的っていうか岩手県

それぞれの議会にも提出しているということですが、今ここでそれぞれ説明者から、ここ、これこういうことを

聞いていいのかどうかあれですが、管内という部分では聞くというのは違うのかな。管内の実態はというのはこ

れは別かな。全体のことに限って、管内がどういう状況だかというのはここでは聞くのが適当ではない。 

○委員長（佐々木重勝君） 次に参考人からのあれもありますので、次にお聞きしていただきたいと思います。そ

のほかございませんか。落合委員。 
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○委員（落合久三君） 請願者の方は盛岡から多分朝早く来たと思います。御苦労さんです。いくつかせっかくで

すので、この請願の趣旨をきちっと深めると、理解を正確にするという意味合いを込めていくつかお聞きします。

一つはですね、私の理解では最低賃金をどういうことを基準に決めようとしているか。決めてきているか、国も

地方も。大原則は、生計費が、生活していく上でどのぐらいのお金がかかるのかっていうこの生計費が、調べま

すと各国でもそこが大原則になってるはずです。ところが、日本の中央最低賃金審議会委員の。間違いました。

最低賃金法の第３条をちょっと私も読んだんですが、他の国と全く違う基準が二つあります。一つは、類似の、

例えば私が、小売店で稼いでると。類似の似たような職種で働いている労働者の給料も参考にすると。類似の労

働者の賃金を参考にする。それからもう一つはですね、払う方、給料払う側の支払い能力、これも勘案すると。

これは他の国にはないんですよね。ということが大きい違いとしてあると思うんですが、請願者は、そこの点は

どういうふうに受けとめているのかっていうのをまず聞きたいです。 

○委員長（佐々木重勝君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 決して意地悪な質問ではないんですが、いや、今までも県道なんだから無理くり市道に認

定しなくてもどうぞ引き続きやってくださいって、宮古市がそういう返事をすれば何か重大な問題でも起きる

んでしょうか、という意味で聞いてます。 

○委員長（佐々木重勝君） 中村事務局長。 

○請願者（中村健君） ありがとうございます。委員おっしゃるとおりでですね、日本の最低賃金法の大きな問題

点の一つがそのことだと思っていました。とりわけ事業の支払い能力ということが入っているっていうのが大

きな特徴になってるんですね。この間中央最低賃金審議会での議論の状況を見てますと、いわゆる第４表って

いうのがあってですね、その中でいわゆる中小企業の実態っていうのが報告必ずされるんですよ。そのことの

関係で、どうしてもそこの実態に引っ張られて議論になっていくっていうことがあって、低い水準に低い水準

に、っていうふうな議論になってしまって、本来あるべき水準がどこにすべきなのかという議論がされないっ

ていうのが日本の最低賃金の法体系の弱点だというふうに思ってます。そういうことがあったがために、生活

保護を下回っているっていう問題になった時期がありますよね。やはり生活保護を下回る事態になってもそこ

を超えられない、最低賃金審議会の中でそのこと自体が議論されなかったという経過がずっとあって、2010 年

のちょっと前の時期にようやくその点が捉えられて、最低賃金法の中に生活保護の水準を考慮するということ

が入ったんですけれども、入ったんですけれども、それで、せめて上回るような努力がされてきたということ自

体大事なんですが、いわゆる事業の支払い能力っていうところ自体は温存されてるんですね。そういうわけな

ので、そのことがあっていわゆる地域間格差が広がっていく要因になってしまっていると思います。おっしゃ

るとおり、地方、とりわけ地方のほうが中小企業が多いということもあってですね、どうしてもそっちの方向引

っ張られて、いわゆる地方は低いままで温存されてしまうというような構造になってしまってるということだ

と思うんです。ここはやっぱり大きく変えていく必要があると思っているところです。 

○委員長（佐々木重勝君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） ２つ目にお尋ねしたいのは、最低賃金を定める日本の場合はそういうほかの国と違うとこ

ろがあるっていうのは、これをよしとするのか、問題だと思うのかいろいろあると思うんですが、私は問題があ

るなとは思うんですが、それにつけても最低賃金法でも第１番目に生計費をやっぱり軸にするって、これはも

うそれを抜きには考えれないわけですが、生計費のとらえ方なんですが、請願者は冒頭の静岡大学の先生が最

低賃金についてはもう何十年と系統的に調査研究している方のお話をされましたが、お聞きしたいのは、生計
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費、私も娘が東京で長いこと稼いでいた実感からいってもね、いや、確かに家賃は狭いけれども６万も７万もっ

ていうのはちょっとやっぱり大変だなあと。だけれども、磯鶏で、私の住んでる磯鶏で最近建ったアパートはち

ょっと格好いいアパートでね、風呂も立派だと。そういうところはもう 6 万 5,000 円とかね、そういうのもい

っぱいあるんですよ。古いのは別ですよ。そういうのを見聞きすると、実感として首都圏、大都市圏でかかる生

活費、生計費と宮古でかかる生計費が 1.5倍も２倍も違うっていうふうにはとても思えません。学費は別です。

授業料とかね。そういうのはちょっと別なんですが。そこで、お聞きしたいのは、この生計費これをどういうふ

うに捉えるかによって違うと思うんですが、冒頭触れた首都圏、大都市圏と地方では、確か実際には 20万ちょ

っとぐらいお金がないと生活は大変でないかっていう趣旨のことが言われたんですが、現実には、触れられた

ように最低賃金の格差は広がる一方だと。2005年は 109円の違いだったのが 2018年は 224円広がってると。本

当にそれだけ東京で生活するのと磯鶏、宮古で生活するので倍も生計費違うのかなっていうところの捉え方を

もう一度、思うところをしゃべってほしいんですが。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋副議長。 

○請願者（髙橋基君） ありがとうございます。委員おっしゃるようにですね、東京とこの宮古のですね暮らして

いく中で、生計費どれだけ違うのかっていうことを疑問に思うのは、そのとおりだというふうに思っています。

特にですね、家賃についてですけれども、東日本大震災以降ですね賃貸のアパートだとか、そういったところも

含めていろいろ被災したこともあってですね、リフォームをしたりだとか、また新たな需要ということで、新た

な住宅設備が建設をされてきております。そういう中、実は特に沿岸部を中心にこの家賃が非常に急激に上が

っているっていうのが今の沿岸部の実態です。盛岡だと、私は今盛岡のほうで暮らしておりますけれども、宮古

のほうから盛岡に移って暮らしておりますけども、今 3 万 6,000 円の家賃のアパートに住んでおりますけれど

も、沿岸のほうで、この３万だとか４万のアパートを探すっていうのは本当に一苦労になってきております。や

っぱり５万、６万のアパートっていうのが普通になってきていて、東京のほうでもそのくらいのアパート探す

気になれば探せる。そういうことでいうと、特にこの沿岸部というところでは家賃も上がっているというのが

実態かなというふうに思っています。では、仕事に通う場合にじゃどうするのかっていうことになりますけど

も、東京のほうだと地下鉄、バス、電車等がですね発達しておりますので、東京 23区であれば、近いところで

ですね、170円ですか、今。ぐらいでどこにでも行けるわけですけども、宮古のところではですね、やっぱりど

こに行くにもやっぱり車が必要になります。それも一家に１台ではなくて２台、３台っていう、そういう時代に

なってきている中で、維持費含めると本当に大変だっていうのが明らかになってきています。そういう中では、

やっぱりどこで働いてもですね、同じくらいの家計費がかかるっていうのが私たちの調査の中で明らかになっ

てきていることですので、本当に私たちは、この全国一律っていうのを主張しているところでございます。そう

いうことでですね、その実態をぜひ捉えていただきながら、やっぱりその賃金の高いところに人は流れるって

いうのは当たり前のことだと思いますので、それを食いとめるためには、全国一律でこの最低賃金をできるだ

け近づけていくということが、当面は必要かなというふうに思っております。以上です。 

○委員長（佐々木重勝君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） ありがとうございます。最後です。私が 10年ぐらい前に末広町で、その街頭宣伝をして

いるときに、この最低賃金のことをしゃべったら、ある経営者が終わってからかなり大きい声で落合さんが言

うのは理想だ。そう怒鳴られたんですよ。俺らにはそんないっぱい給料出すほどの余裕はねえんだ。何そういう

足元も見ないで理想ばかりしゃべるな、とかって怒られたの今でも覚えてますが、実際に請願のその趣旨に中
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小企業支援の拡充がセットで請願されているのが私は一つのポイントだと思うんですが、そういう素朴な中小

企業の経営者の疑問、実態についてはどのようにお考えですか。 

○委員長（佐々木重勝君） 中村事務局長。 

○請願者（中村健君） ありがとうございます。本当におしゃるとおりでですね、中小の事業者の皆さん、本当に

御苦労されている実態だというふうに承知をしているところです。であればこそ、そこをどう打開するのかっ

ていうことを私たちは考えるわけですが、労働組合ですからね、賃上げということもちろん言います。なぜ言う

かっていうと、やはりその賃上げして、その地域の中で消費購買力を高めていって地元の事業者の皆さん自体

潤っていくっていう、そういう中で地域の経済が発展していくっていうことが最も望ましい姿であると思って

いるんですね。そういう観点でやっぱりこう賃金の底上げっていうのは大事だというふうに思っています。そ

の最低賃金の引き上げってことは、そこに資する本当に効果的だというふうに考えているんですね。ただそれ

をどう実現していくかっていう点で、やはりその中小事業者の皆さんの支援策というのは大事だと思ってます。

今、業務改善助成金というのが労働局のメニューとしては助成金あるんですけれども、これがですね規模が小

さい上にですね、使い勝手が対象が狭いっていう意味で使い勝手が悪いということで非常に問題視されていて、

この間、厚労省も努力しながら改善したりですね、また改悪したりということを繰り返してるんですよね。だか

ら彼らも問題認識してるんですけれども、ああいった部分的な支援策ではなくて、もっと抜本的にですね直接

手を入れるような、そういったような改善っていう方向に舵をきるべきだというふうに私達思ってるんです。

そうしたことを実は事業者の皆さんとご一緒にですね運動できると本当一番望ましいなというふうにすら思っ

ているんですが、まず私たちとすれば、今回期待してるようなことでの抜本的な拡充をということでですね、ぜ

ひ前に進んでいくということが大事だというふうに考えているところです。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋副議長。 

○請願者（髙橋基君） 確かに企業の経営する方達にとっては本当に賃金が上がっていく、そこをどうやって支払

っていくのか非常に悩ましい部分だとは思います。私達は特にですね、この賃金を上げることによって、地域の

経済を立て直すということが必要なんだろうなっていうふうに考えています。そのためにも、最低賃金を引き

上げることによって、労働力を確保すると今の経営者の皆さんとも懇談をさせていただいておりますけども、

本当に経営者の人達もですね、人手不足が大変だと採用をなかなか進まない、特に中小企業の人達はどうして

も就職先になると名の知れた大企業だとか、有名なところにばっかし行ってしまってなかなか地元の企業にな

かなか入ってくれる人がいないというやっぱり声も聞かれております。そういった部分で、最低賃金だとか賃

金を引き上げることによって、この地域の経済に貢献をして、そこで働きたいという人達を増やしていくって

いうことが本当に大事だなというふうに思っていて、私達は地域活性化大運動ということで取り組んでおりま

すけども、こういった賃上げをすることによって、地域の経済をコウテイしていく、先ほどもお話ありましたけ

ども、個人消費が伸びてないっていうのが、この国の今の問題点だというふうに思っています。この個人消費を

伸ばすことによって、内部のですね、内需を拡大していくということが、大事だなというふうに思っています。

そのためには、消費者、働いている人達が地元にお金を落とすということをですね、やっていくためにも最低賃

金引き上げ、賃金の引き上げというのが大事かなというふうに感じております。以上です。 

○委員長（佐々木重勝君） ほかに質疑はございませんか。高橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） 今の高橋さんの地域の経済に直結するよと、それはその通り。私もそう思います。デフレ

が続いてる中、中小企業は利益が上がんねえと。そういう中で賃上げをしてくれということなんですが、請願の
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文書にもありますが、先ほどの説明の生協では７割の方がパートだよと。パートでも時間を区切っている人が

多いよということなんですが、これには財政上の問題が大きくあると思うんですよ。奥さんが働くことによっ

て。それからもう一つは、中小企業への運動っていうか、取り組みっていうか、国に対して助成、あるいはどう

いう中小企業の税制改正をしていくんだか。そういうのが大事でないかなと思っております。そっちが解決し

ねえば結局は何回やっても同じことでねえがなと。毎年毎年出しても同じことでねえがなと。そっちの運動は

どうなってんのが最後そこを聞きたいと。 

○委員長（佐々木重勝君） 中村事務局長。 

○請願者（中村健君） ありがとうございます。本当に中小企業支援策拡充、大事だと思ってます。私たちも最低

賃金の引き上げを求める運動ということで、中央省庁の要請行動を毎年行っています。また、そのいわゆる中小

企業支援策についてもですね引き上げの取り組みということで取り組んできています。実は、先ほど申し上げ

た業務改善助成金という制度、私達がですね最低賃金を大幅引き上げを求めていく中で、そういったような抜

本的な中小企業支援策をつくるべきだということで強めた時期があってですね、そういった中で、実はちょっ

と実現をしていった制度だというふうに考えて。全労連っていう全国組織に所属してますので、そういったと

ころの中で求めていく中でですね、そういった制度も作らせてきたというふうな自負も実はあります。実は、ち

ょっとまだそれではね不十分だっていうことで、もっとさらに強めていきたいというふうに考えています。そ

ういった県に対してもですね同じような要請していく中で、県には実は国に対して意見を言うのと同時に、県

としても、県単ですね。県独自の制度を制定とか中小企業支援策を充実すべきだということを求めています。毎

年その中身も採択をされてきています。そういう中で、実は中小企業振興条例ですとか、いわゆる公契約条例と

いうのも県のところでも作ってきていただいて、まだまだ不十分でありますけれどもそういった前身をつくっ

てきてるなというふうに思っています。是非ですね、更に大きな広い御理解いただきながら一緒にですね、支援

を強めていくっていう支援策を強めていく、そういった運動にしていきたいなというふうに考えているところ

です。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋副議長。 

○請願者（髙橋基君） 中小企業への支援ということですけれども、今の制度では確かに限界があって、先ほども

お話があったように使い勝手が難しいということもありますけれども、こちらの先ほどご覧いただいた署名の

表のほうに書いてるんですが、最低賃金引き上げのための中小企業への支援、本当にほかの国に比べると少な

いっていうのが実態です。フランスでは２兆 2800億円、この中小企業の支援をしているわけですが、一方日本

のところはですね 87億円にしかなっていない。本当に中小企業への支援っていうところがですね、脆弱である

というふうに私たちは考えています。国の責任で最低賃金引き上げのためのですね、支援措置をやっぱりやっ

ていくべきだというふうに思っています。現行の業務改善助成金等の改善もございますし、社会保障の負担減、

税の減免制度もそうですし、直接中小企業の人達が、このくらいあれば、最低賃金引き上げられるよね。支払い

能力だけじゃなくて、そういった担保することによって引き上げは可能だっていうふうに考えています。いろ

いろ国の中でもですね、今財政的にも大変だっていう声もあると思いますけども、やっぱりそういった国の責

任でやっていくっていうことも必要ではないかな。中小企業の経営者の皆さんも安心して引き上げて地域の経

済を広げていくということに踏み出す一歩になるのではないかなというふうに考えております。 

○委員長（佐々木重勝君） そのほかに質疑はございませんか。他になければこれで質疑を終わります。紹介議員

及び提出者は退席をお願いいたします。 
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○委員長（佐々木重勝君） 本日は、参考人として市当局より、産業振興部長、産業支援センター所長に出席をい

ただいております。請願の審査に当たり、参考として確認したい事項などがあれば挙手願います。小島委員。 

○委員（小島直也君） 業務改善助成金を宮古管内ではどのような企業の方々が助成を受けて、活用して、最低賃

金をアップに努力なさってるか、その辺を少しお聞かせください。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○参考人（下島野悟君） 産業支援センター下島野です。国のハローワークの事業というふうに捉えておりますけ

れども、内容、実績等については把握しておりません。 

○委員長（佐々木重勝君） 菊池産業振興部長。 

○参考人（菊池廣君） 付け加えて申し上げれば、いろいろな助成金そのとおりございますけれども、ハローワー

クのほうで各事業所のほう紹介して新規雇用に対してのトライアル雇用の助成金だとか、そういったいろいろ

な助成金を使って助成しておりますので、最低賃金が引き上げになった、それに対して助成金っていうよりは、

全体の雇用に対しての助成金をやって底上げを図ってるという認識ではおります。具体的な数字はちょっと今

把握しておりません。 

○委員長（佐々木重勝君） そのほかどなたかありますか。藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） それではさっきの続きになるわけですが、この宮古管内のワーキングプアと称される実態

はどのくらいですか。わかりますか。 

○委員長（佐々木重勝君） 菊池産業振興部長。 

○参考人（菊池廣君） 申し訳ございません。この 200万以下のワーキングプアというような実態っていうのは、

統計とかそういったのもちょっと取ってないんで、実態はうちのほうでも把握しておりません。 

ただ、最低賃金の現在 762円ということで取り上げておりますけれども、ハローワークの求人情報とか見ますと、

やはり最低賃金のラインで推移している事業所はそのとおり上がればそれに合わせて上げるっていうようなと

ころで、プラスアルファを必ずやってるところはそれに合わせてまた上がってるっていうような状況というこ

とだけの把握にとどまっております。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○参考人（下島野悟君） 付け加えまして、ハローワーク宮古、宮古職業安定所のほうからの月に１回、賃金求人

等の情報が出ております。その数値を御紹介申し上げたいと思います。直近の新しいデータとしましては、昨年

の 12月分でございます。それで、常用雇用者の求人の平均賃金というのがございまして、フルタイムが宮古管

内が 19 万 1000 円でございます。あとパートのほうは 880 円というデータというふうになっておりますので、

付け加えさせていただきます。 

○委員長（佐々木重勝君） その他ございませんか。藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） 今のパートタイムとフルタイム、話しされたわけですが、そうすれば俗に言うワーキング

プアっていうのは、パートタイムとは別で、フルタイムっていうのは正規職員社員、非正規職員社員とパートと

のは、これ切り離すというふうに受け取ればいいのか。ここちょっと、さっきもそれでわからなかった。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○参考人（下島野悟君） 先ほど私が申し上げた数字については、正規、非正規の区分ではございません。常用と

いうことで、期間の定めのない等働き方をされている方。ただ、あとは１年以上雇用されている方。それは正

規、非正規問わず、という方々の常用雇用者の平均賃金ということのご紹介でございました。 
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○委員長（佐々木重勝君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） それで、繰り返しますが、そうすれば総じてワーキングプアというような、さっきもしゃ

べったパートもその一切を含まれたのをワーキングプアって言うわけですか。全部パートタイマーまで。 

○委員長（佐々木重勝君） 菊池産業振興部長。 

○参考人（菊池廣君） 働いている人を非正規正規を問わずに。問わずです。なので、ここで多分請願があったの

は、正規職員でも最低賃金で 762 円でやっていくと年収入が 200 万以下になるんで、そういう人たちは、雇用

環境はちゃんとあっても、200万以下だからワーキングプアだよ、っていう意味での説明だと認識しておりまし

た。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） 私もワーキングプアの定義は今言ったことかなと思ったんですけれども、それさつけて宮

古って言ったんですが、このパートっていう部分だから、そうすれば宮古管内で今言った私が理解してたとお

りワーキングプアというのは、実際に宮古管内、そういうのはわかりませんでしょ。そういう詳しいこと。 

○参考人（菊池廣君） 一番最初に申し上げましたとおり、ちょっと統計とか取ってないんでその数字のほうはち

ょっと把握できておりません。 

○委員長（佐々木重勝君） そのほか。伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） 非正規雇用とパートとありますけども、あえて非正規を選んでる方もあると思うんですが、

その実態はどのようになってますか。わかりますか。そういったの、安くていいよっていう人もあれば、高いと

こを何カ所も駆け持ちながら働いてる人もあると思うんです。そういう実態もあると思うんですが、その辺は。 

○委員長（佐々木重勝君） 菊池産業振興部長。 

○参考人（菊池廣君） 同じようにちょっと統計的な数字はないんですけれども、なぜそういうような雇用になる

かという、いろいろなお話を聞くと、やはり御主人のほうの扶養者、所得収入の関係で、勤めてても扶養者にな

れる要件を満たしたままある程度の給料を稼いで生活の糧にするという方が多いというお話を多く聞いており

ます。 

○委員長（佐々木重勝君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤清君） それでさっきもちょっと触れたようなことがありましたけども、宮古で業種によってどの業

種が最も低いとされているかわかります。どうでしょうか。わからなければいいです。 

○委員長（佐々木重勝君） お答えできますか。下島野産業支援センター所長。 

○参考人（下島野悟君） 昨年の 12月のハローワークの資料によりますと、フルタイム的には平均で製造業が比

較的低くなっておりますし、あとは製造業並びに不動産業がちょっと低いというふうに数字的には出ておりま

す。 

○委員長（佐々木重勝君） 若干請願の内容からちょっと外れてるようですが、その辺も踏まえて質疑をお願いい

たします。 

ほかに質疑はございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） ほかに質疑はないようですので、これで質疑を終わります。参考人は退席をお願いい

たします。 

○委員長（佐々木重勝君） これから、請願第３号に対する討論を行います。討論はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 討論はないようですので、ただちにお諮りします。議案第３号は、「採択すべきもの」

と決することにご異議ございませんか。 

                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 異議なしと認めます。よって、請願第３号は、「採択すべきもの」と決定しました。 

 説明員入れ替えのため、暫時休憩します。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

付託事件審査（２） 議案第27号 宮古市手数料条例の一部を改正する条例 

○委員長（佐々木重勝君） 休憩前に続き会議を開きます。 

次に、本委員会に付託された議案の審査を行います。なお、議案の提案理由につきましては本会議で説明済み

でございますので省略いたします。議案第 27号「宮古市手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたしま

す。質疑のある方は挙手を願います。質疑のある方は挙手願います。佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） 手数料のですけれども、改正前が３万 6,100円と改正後は３万 3,900円。2,200円、安

くなってるわけです。下のほうで１万 6,200円が１万 5000円と 1,200円。マイナス 2,200円と 1,200円。別に

下げる必要もなかったのではないかなと私は考えるんだけども。下げた理由について。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（下島野悟君） この手数料、砂利採取法に基づく手数料でございますけども、これは岩

手県から事務移譲を受けている手数料でございます。それで、今般、岩手県も改正するということで動いており

ますので、それに合わせて宮古市も改正するということでございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木清明君） そうすれば県の方でも改定するんで、それに準じて宮古市もやるということです。は

い。了解しました。 

○委員長（佐々木重勝君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 条例の改正には別に異論はないんですが、なぜ手数料を減らすのかっていう同じ疑問なん

ですが、どう言ったらいいか、うん。砂利等を使っていろんな事業に振り分けていく、そういう事業の需要自体

がどんどん減ってきているのか。それともその砂利等の埋蔵量というのか何て言うのかそういうのがもうそう

いうことから来るものなのか。あえてここでは手数料条例になってるんでね、その背景はどういうことなんで

しょうね。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（下島野悟君） 先ほど県からの事務移譲時ということをお話ししました。この砂利につ

きましては２種類ありまして、河川とその他ということで、河川のほうは県がそのまま事務を行っております。

宮古市のほうに下りてきてるのがそれ以外ということで、陸砂利ということで、陸にある山から砂利を取った

りとか、そういう河川以外のところから取る砂利の手数料でございます。それで、平成 30年の４月１日に国が

標準額ということで改正しました。それで、岩手県も合わせてですね、平成 30年の４月１日に河川のほうの砂

利の手数料を変更しています。その際に権限移譲してる部分については改正は行われなかったということで、

今回、あわせて、河川と陸砂利についても同じ金額に合わせてやろうというものでございますが、その背景に

は、所要コストの見直しということで、申請の際の受付時間が少なくなったとか、あとは現場に行く調査の時間
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が減ってきているというのでの所要コストの見直しというふうに聞いておりますし、あとあわせて東北各県と

足並みを揃えるというふうに聞いております。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（下島野悟君） それで昨今の件数でございますけれども、平成 30年度、今年度は認可

分が３件、変更分が１件、29 年度も認可分が３件、変更１件ということで、合計４件前後で推移してるという

ことでございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 変更部分つうのは何。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（下島野悟君） まず場所の認可申請をして、あとは期間ですね、期間とかの申請があっ

て、採取に掛かる年数とか、あとは現場員とか管理人とかの人の名前の変更とか、いろいろそういった当初と変

わった部分についての変更ということでございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 国が去年の４月に改正して。県がね。その際、県は河川の部分は改正したが、移譲分、市

町村への委任している部分は手をつけなかったっていうのは、何でそういうちぐはぐなことをやったんだべね。

やるからにはちゃんと一緒に。何か意味があるんでないの。ないんですか。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（下島野悟君） 岩手県から聞いておりますのは、県では従前、河川砂利と陸砂利の手数

料の額は別に設定をしていたので、平成30年の４月１日は砂利のみ改定したというお話を行っておりますので、

一緒にやればよかったというのはそのとおりかと思いますけども、結果として河川分しか昨年行わなくて、今

回１年後に陸砂利の分も変更をかけますということでございます。 

○委員長（佐々木重勝君） よろしいですか。そのほか。髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） 陸砂利、それから、河川、山が市だということなんだども、県は山持ってんのか。山っづ

うが陸砂利の。これ全部委任さってんだべ。したら県は決めっこどはねえべ。今の説明は県が決めだっづうが

ら、それさ合わせてやんだづうがらおかしいんでねえがと思ったの。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（下島野悟君） もともとは県の事務でございますので、大元の県が改正をするというこ

とで、それに伴って権限移譲を宮古市は受けておりますので、宮古市の手数料条例でさらに定めるいうものと

いうふうに理解しております。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） それはわがんだども、河川は県で去年の４月１日に改定したよと。それで、山のほうも権

限移譲してんだども改定したよ、づうのはどういう意味。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（下島野悟君） 権限移譲を受けているのは宮古市を含めて県内で５市町村です。ですの

で、５市町村以外の分は県が事務を行っているというふうに理解しております。ちなみに、この砂利採取法の権

限委譲を受けているのが、宮古市、大船渡市、花巻市、一関市、西和賀町の５つになっております。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙橋委員。 
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○委員（髙橋秀正君） 了解。先にしゃべってもらえば聞くことはなかった。 

○委員長（佐々木重勝君） そのほかございませんか。落合委員。 

○委員（落合久三君） いや、ちゃんと見たつもりでしたが見ませんでしたので、この 27の１の条例の左が全体

として改正後のやつですが、第２条関係 48、ここの文面の括弧して最後の３行に「河川管理者として行うもの

は除く」ってこう書いてあるんですが、例えば、宮古市内にいろんな河川がありますがね。閉伊川だとか津軽石

川とか八木沢川だとか。そういうところは県管理。だけど、もっとちっちゃい、そういうものは県じゃなく、そ

ういう区分で県が、業者が、これこれの工事にこういう砂利を使いたい。ついては津軽石川のどこどこのところ

を掘り起こして使いたいがあって。仮にね、申請したときに県が手数料をこういうふうにしてきたものをこう

するっていう意味だとは思うんですが、この河川管理者として行う者を除くっていう意味は、例えば台風 10号

がきて川床がやっぱり土砂で埋まっていて、これをある程度浚渫しないとだめだというような場合には、県が

河川の管理責任者としてやるものは除くと。あくまでもここで県条例、市の条例で言ってんのはそういうこと

ではなくて、災害復旧的なものは関係なく、業者が事業の必要によって砂利等を採取するときのこれはあくま

でもやつなんですよという意味で、念のために、河川管理者として行うものは除くというふうに書いてある、と

いう意味なんだね。 

○委員長（佐々木重勝君） 下島野産業支援センター所長。 

○産業支援センター所長（下島野悟君） 基本的に何かの事業に伴って砂利が必要とするものに対する認可とい

う申請を受け付けておりますので、落合委員の発言の災害復旧とか、そういった災害等の場合は含んでおりま

せん。というか、そういう申請はございません。 

○委員長（佐々木重勝君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） ほかになければ、これで質疑を終わります。 

○委員長（佐々木重勝君） これから、議案第 27号に対する討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 討論はないようですので、ただちにお諮りします。議案第 27号は、「原案可決すべき

もの」と決することにご異議ございませんか。 

                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 異議なしと認めます。よって、議案第 27号は、「原案可決すべきもの」と決定しまし

た。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

付託事件審査（３） 議案第33号 市道路線の認定について 

○委員長（佐々木重勝君） 次に、議案第 33号「市道路線の認定について」を議題といたします。質疑のある方

は挙手を願います。落合委員。 

○委員（落合久三君） 確認ですが、ここは 33の３ページ、起点終点の図が書いてあって地割起点が 176番１地

先。終点が 182番１地先って書いてあるんですが、ここは県が建てた災害公営住宅のいわゆる敷地のこの外れ、

端っこがいわゆる終点になると。で、今までここは、そもそもこういう災害公営住宅をつくる予定は津波前はも

ちろんなかったから、純然たる私有地、私市有地だったのを今度こういう事業を起こして整備した関係で市道

に認定するという意味なんですね。 
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○委員長（佐々木重勝君） 中屋建設課長。 

○建設課長（中屋保君） こちらのそのとおり、岩手県の災害公営住宅の建築に伴いまして開発行為の許可があり

まして、造成された土地でございます。この、災害公営住宅の敷地分につきましては、岩手県のほうが所有して

おります。その敷地にと言いますか、敷地の前の災害公営住宅前の道路部分につきましては、当初開発行為の協

議の中で、所有者がそのまま所有し続けるというような内容で一旦協議が整ったようでございますけれども、

その後の事情変更がございまして、所有者の方が市のほうに寄附をしたいということの申し出がございました

ので、開発行為におきましては、そういう公共施設は市に帰属するというのが通例のこともありますので、その

辺を考慮いたしまして、寄附をお受けして市道として認定しようとものでございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） 今何でそこを確認しようと思ったかっていうと、大きい棟が３つ建ってますがね、災害公

営住宅。その棟と棟の間ももちろん車が入ってきて、あと駐車場に車置いてっていう、そこの災害公営住宅が３

棟、結構なスペースなんですが、ここを市道認定をしようとしてんのは山田線よりの道路だけで、中はどうなる

んですか。 

○委員長（佐々木重勝君） 中屋建設課長。 

○建設課長（中屋保君） 今委員おっしゃったとおり山田線よりの直線部分のとこだけ市道として認定いたしま

す。中につきましては、あくまでも県営災害公営住宅の敷地内ということでございますんで、そちらについては

住宅の敷地というふうな整理でございます。 

○委員長（佐々木重勝君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） ほかになければ、これで質疑を終わります。 

○委員長（佐々木重勝君） これから、議案第 33号に対する討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 討論はないようですので、ただちにお諮りします。議案第 33号は、「原案可決すべき

もの」と決することにご異議ございませんか。 

                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 異議なしと認めます。よって、議案第 33号は、「原案可決すべきもの」と決定しまし

た。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

付託事件審査（４） 議案第34号 市道路線の変更について 

○委員長（佐々木重勝君） 次に、議案第 34号「市道路線の変更について」を議題といたします。質疑のある方

は挙手を願います。 

○委員長（佐々木重勝君） 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） なければ、これで質疑を終わります。 

○委員長（佐々木重勝君） これから、議案第 34号に対する討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 討論はないようですので、ただちにお諮りします。議案第 34号は、「原案可決すべき
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もの」と決することにご異議ございませんか。 

                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 異議なしと認めます。よって、議案第 34号は、「原案可決すべきもの」と決定しまし

た。 

 説明員の入れ替えを行います。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

付託事件審査（５） 議案第28号 宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正す

る条例 

○委員長（佐々木重勝君） 次に、議案第 28号「宮古市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例等の

一部を改正する条例」を議題といたします。質疑のある方は挙手を願います。藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） はい、それではもう、ちょっと疑問に思う点があんので中身をちょっと仕掛けを教えてほ

しいんですが、ここに普通であれば、この給水人口が減ると当然こっちも減ってくる。それに伴って、１日のあ

れも減ってくるのかなと単純に思ってたのが、こういうふうに減る一方で、片っ方は増えると、こういうのがこ

の図の中を表を見ればあんですが、これは、こういう数字が出てくんのはどういう仕組みがあんでしょうか。こ

の、単純に見れば減れば減ってくると思うんですが、減ったのに増えてるという部分。そこら辺を教えて。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 今、藤原委員御指摘の部分は最もなんですけれども、例えば、議案集の 28の２ペー

ジをご覧いただきたいと思います。28の２ページの１番上に川井簡易水道がございます。変更前が給水人口 800

人から 574人に減少しております。ところが、１日最大給水量は 270トンから 284、逆に増加になってます。こ

この部分の御指摘だと思うんですけれども、給水人口につきましては、人口減少に伴って減少しているところ

なんですけれども、給水量につきましては、この現在、川井地域で宮古盛岡横断道路の工事が施工されてまし

て、そこに係る工事関係の宿舎等がございます。ということで一時的に水道の使用量が増えてるので、人口は減

ってるんだけれども、使用水量が増えて状況があるため、こういう状況が生じております。 

○委員長（佐々木重勝君） よろしいですか。そのほか質疑ございませんか。高橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） この水量とか人口っていうのは重変だよな。そうすれば、あと２年後にはまた変更するわ

けだ。 

○委員長（佐々木重勝君） 中村上下水道部長。 

○上下水道部長（中村晃君） この条例は事業認可を申請する前提で議会の同意を得たという形で条例を改正し

て、事業認可をしてきました。事業認可の変更のたびに、人口動態を変更するという条例もあわせて改正し設置

していくという手続になりますので議員おっしゃるとおり重変かどうかっていうのは、これは重要な当然事業

認可にかかわる事項なんですけれども、２年間っていうよりも事業認可を変更が必要が生じた都度、変更して

いくと。いうものでございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） だから、しゃべればこれはもう統合も何も終わってるよな。事業するためには、統合前に

認可受けねばなんねんでねえの。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 髙橋委員御指摘のとおり事業を起こす前に認可の許可をいただきます。従来は認可の
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許可をいただきまして事業を実施します。事業数年かかるわけですけれども、完了後に条例改正を行ってまい

りました。議案集の 28の１ページにございます第１条の１の項にございます例えば腹帯簡易水道につきまして

は、平成 24年に認可を受けております。川内、去石、田代、箱石につきましては平成 26年に認可を受けて、箱

石簡水につきましては事業完了しましたが、ほかの簡水につきましては、今も継続して事業を実施している状

況でございます。 

○委員長（佐々木重勝君） そのほか。高橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） だから、実施する前にやんのが先だべなと。それが、終わってから変えるよと。言ってみ

れば。なんだ。今年の４月から変えるづうごどになるわけだ。認可を受けた日から施行するづう、遡ってやるづ

うことか。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 議案集の 28の３ページに施行の日がございますが、実はこの施行の日を２つに分け

ております。28 の１ページをご覧いただきたいと思いますが、１の項の腹帯、川内、去石、田代、箱石は既に

認可を受けて事業を実施していますことから、こちらのほうは議決いただいた日、公布の日から施行するとい

うことになりますが、28の２ページにございます川井簡易水道につきましては、これから認可の申請を行って、

来月３月下旬には認可の許可を受ける見込みでございますけれども、県の指導で川井の簡水につきましては、

条例改正も並行して進めるようにという指導がございまして、川井簡水につきましては、厚生労働大臣の許可

を受けた日から施行するという、２つに施行日が分けてるものでございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） だから、実際は 24年に上の表を受けねばなんながったやづ、それやってながったと。し

ゃべれば。で、今回一緒にやるづうこどだ。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） その通りなんですけれども、従来この条例改正につきましては、事業の認可を申請し

まして、その後、国の補助等を受けまして事業を進めるんですが、２、３年かかるわけです。完了まで。で、完

成をもちまして、その後に条例改正案を提案させていただいてるのが従来でございました。今回、川井につきま

しては、県の指導で認可に合わせて並行して条例改正も進めるようにという指導があったもので、川井につい

てちょっと今までと違ったやり方になったということでございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） そこで。県はここまで口出しすんのが。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 認可につきましては、給水人口５万人以上となると厚生労働大臣の認可なんですが、

現時点ですとそれ以下なものですから、県知事の認可になります。ちなみに、平成 31年度に簡水全て上水道へ

統合になります。そうすると給水人口は５万人超えますので、５万人を超えた場合は、大臣の認可ということに

なります。現在は、県知事認可なので県からいろいろ指導を受けて実施しているところでございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） そこまではわかったが、この簡易水道づうのは 5,000人以下は事務委任して県知事だ。認

可がな。それの時、これ一つ一つ見っつうど、この文書を見っつど厚労大臣の認可を受けた日って書がってっと

もさ、これ厚労大臣の認可なの。 
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○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 基本的には水道法第 10条で第１項で厚生労働大臣の認可とありますが、それで水道

法のちょっと 90何条、細かいちょっと条文、今覚えておりませんが、そちらのほうで県知事というふうなふう

に定義してありますので、５万人以下ということで県知事の認可ということになっております。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） ５万人以下で県知事の認可だってわがってで県知事からもらってんであれば、厚生大臣の

認可を受けた日から施行っていうのは違うんでねえがって俺はしゃべってんの。簡単にしゃべれば。だがら、書

いであんのがあんでば、ちょっと写し取って見せでけろ。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） すいません。九十何条ではなくて、水道法の第 46条でございました。ちょっと読み

上げさせていただきます。「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は政令で定めるところ

により、都道府県知事が行うこととすることができる」ということで政令で定めるということで、法律的には水

道法第 10条第１項の規定に規定されているものでございますので、こういう附則になりました。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） いやだから、知事の権限はもう１回聞くけども、なんぼって書がってんのや。 

○委員長（佐々木重勝君） お答えできますか。藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 水道法の施行令のほうに規定がございまして、給水人口の合計が５万人を超えないと

いうふうに規定されています。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） だがら、言ってみれば、これ、どこ合わせても宮古は５万人超えねえのや、な。 

簡易水道は。そうすればみんな県知事だべが。県知事なのに、この 10条第 1項づうのがさっきの知事だよ、って

しゃべってんだべ。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 岩手県知事からの認可なんですけれども、認可いただいたときの文書が水道法第 10

条第１項の規定に基づく認可ということで、知事からいただいてるんですが、水道法第 10条第１項っていうこ

とになりますと厚生労働大臣が認可するべきもので、それを政令で知事に委任しているということになってま

すので、法的には水道法第 10条第１項の規定ということになると大臣からの認可ということになります。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） 簡単な話する。さっきの砂利等の採取ではねえが、事務委任されてれば宮古市長の権限な

んだよな。事務委任がされでんもん、この 10条第１項でなく別な項目が、これにぶら下がってる知事委任があ

んだがら。10 条第１項の規定ってしゃべってっとも、これさぶら下がってる知事委任だよっづうことは、でね

えのがなという。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 高橋委員が御指摘の部分は、県知事に事務を委任になってますから、水道法施行令第

14条の規定により知事が認可っていう表現にすれば妥当ではないかということだと思うんですけれども。実は、

これちょっと法規審査でも話題になったところで、実は私のほうでは今高橋委員さんからの案で出したんです

けども、どうしてもやはり法律に基づく認可ってことになるものですから、水道法第 10条となると厚生労働大
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臣っていうことになるということでございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） いや、何回も詰まるわけにはいがねえども、認可書は大臣の判子でねえ、県知事の判子だ

よな。おかしいな。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 認可書を後でご覧いただきますけれども、岩手県知事からの認可でございます。知事

の判子がついてございます。ただ、認可は水道法第 10条第１項の規定に基づき認可するという規定でございま

す。10 条第１項っていうのが厚生労働大臣の許可となっているので、条例上はこういう表現になるということ

で御理解いただきたいと思います。 

○委員長（佐々木重勝君） よろしいですか。髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） こういう法律事についてはちゃんとやっぱりやってもらわねえば。誰が認可したんだがわ

がんねえ。判子は別だよ。いや、おかしいんでねえがと。単純に考えて。こういうもう事務委任されてる、10条

第１項から委任されてるっていうのはわがってんだから。だから、水道法の括弧書きがあるように、ここさ括弧

書きでもしとがねえばなんねえべ。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 繰り返しになって申し訳ないんですけれども、どうしても認可が法律に基づく認可で

す。この第 10条第１項の規定、そこを読むと厚生労働大臣の認可ってことになるので。どうしても条例上はこ

う表現しなければならないという考えでございますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋委員にお聞きしますが、まだまだ納得するまでですか。 

○委員（髙橋秀正君） 下川井飲料水供給施設から供給している生活用水に係る料金。これ何のこと言ってんの。

搔い摘んで。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） この附則の第２っていうのは、すごくわかりづらい表現になってます。確かに。これ

の意味するところは、川井簡水に下川井飲供が取り込まれるわけですけれども、実際に平成 28 年の台風 10 号

災害で、災害復旧でもう既に川井簡水に結ばれてる状況ですが、今回認可を変更を申請をするための改正なん

ですけれども、これの今来月３月下旬に認可が届きます。そうするとその日から施行なるんですけれども、来年

４月に水道料金が発生する分っていうのは、３月中に使った水道料金っていうことになって、３月中が認可を

受ける前と認可を受けた後の何日か分で分かれてしまうことになるので、それはまとめて簡易水道の川井簡水

の収入になりますよ。飲料水供給施設のほうの収入ではなくて、４月分、３月に使った分は全て川井簡水の収入

と見なすという規定でございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） 了解。わがっだども飲供から簡水に変わる。飲供は安いんだったが。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 飲供すべてではございません。下川井飲供は簡水と同じ料金でございます。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） 了解。わかりました。それから、さっき、もう１回。藤原委員が聞いた、何で大っきいん

だや、っづうこどなんだども、仮に１日最大水道人口を比べたとき、100 リッター以上多いんだよな。みんな。
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仮にひとつ腹帯簡易水道で挙げて見っつど、あそこに宿舎なんかねえんでねえが。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 今、腹帯簡易水道の部分でございますけども、先ほど説明したのは川井簡水のほうを

一般的な部分で説明させていただきました。ほかの簡水につきましては、給水人口が減れば総じて最大給水量

も減るだろうっていう髙橋委員の御指摘だと思うんですけれども、生活様式も変わってきてまして、トイレな

どが水洗化されてきてます。だから、給水人口が減ったわりに使用水量が比例して下がってないっていう現状

もございますので、実績に基づく算定というか現状になっております。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋委員、よろしいですか。 

○委員（髙橋秀正君） 別の機会に聞く。 

○委員長（佐々木重勝君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） ほかになければ、これで質疑を終わります。 

○委員長（佐々木重勝君） これから、議案第 28号に対する討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 討論はないようですので、ただちにお諮りします。議案第 28号は、「原案可決すべき

もの」と決することにご異議ございませんか。 

                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 異議なしと認めます。よって、議案第 28号は、「原案可決すべきもの」と決定しまし

た。 

 昼食のため暫時休憩します。 

午前１１時５２分 休憩 

                 午後１時００分  再開 

○委員長（佐々木重勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ここで高橋委員から何か発言の申し出があります。髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） 先ほどの 28号の議案の説明の時。藤田課長。簡易水道は５万人以上ってしゃべったども、

あれ 5000人だよな。そこ訂正してけろ。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 午前中の説明で私が５万人って申し上げましたのは、今度、平成 31年度に入りまし

て、簡易水道は全て廃止して上水道１本になります。そのときの全部のトータルの給水人口が５万人以上になり

ますことから、５万人以上になると認可は厚生労働大臣の認可になるということで申し上げたものでございま

す。 

○委員長（佐々木重勝君） よろしいですね。髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） 今のは何。上水道が 31年から上水道に全部なるっづうこどか。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） はい。31年の９月か 12月に条例改正案を提案したいと思っております。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） 俺もわかんねえんだども、今までは区域ごとに取ってだった。それ市一本になるっづうご
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どか。これから。市で一本になれば５万人以上だと。なんねえ場合は、もう、どっこもそうなんのが。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 簡易水道事業の統合計画というのを、平成 21年度に出しておりまして、それに基づ

いて簡水統合事業、簡水で実施しております。その計画の中で、上水道へ統合するということになってます。人

口３万人以上の市町村は、平成 28 年までに上水統合するよう総務省のほうから指導があったんですが、東日本

大震災の影響で３年間統合延長がなされまして、平成 31 年度までに統合することになります。今回、１月に新

たに総務大臣から通知が出ておりまして、人口３万人以下の市町村についても、平成 35 年までには法適化する

っていうのが義務づけられてるという状況もございます。以上です。 

○委員長（佐々木重勝君） はい。いいですか。髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） そうすれば、仮に重茂みでえな別などこも統合するっづうこどが。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 現在の宮古市は上水が１つ。簡水が 12。それから飲料水供給施設も下川井も含めて

12ございます。そのうち、上水道へ統合するのは 12の簡水と飲料水供給施設のうちの８つを上水道一本化とい

うことになります。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） 統合するづうのはわがったが、今の現段階では、これは 5,000人規模でやってるっていう

ごどだよな。さっきの５万人っづうのは一つになったときだがら違うよな。さっきの条例案の説明の時。条例案

の時は、28 号のときは 5,000 人なんだべ、な。さっき説明は５万人ってしゃべったもんな。だから今度統一す

れば、統合すれば５万人規模。要するにおらほうがらは簡易水道はなくなるっづうこどだよな。 

○委員長（佐々木重勝君） どうですか。一応議決いただいたんで、整理してもらって後から報告いただいたらど

うでしょうか。この件については。大丈夫ですか。髙橋委員、どうですか。藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 今、高橋委員がおっしゃったとおり、簡易水道は 5,000人ということでございます。

私が午前中の説明の中で、もし、そこ 5,000人と５万に誤ったところがあれば訂正させていただきたいと思いま

す。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

付託事件審査（６） 議案第29号 宮古市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

○委員長（佐々木重勝君） それでは、議案第 29号「宮古市水道の敷設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術者技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。質疑のある方

は挙手願います。藤原委員。 

○委員（藤原光昭君） ここに専門職大学前期課程と、これが新しくここに入るわけですが、この課程、これの説

明をしていただきたいというふうに思います。 

○委員長（佐々木重勝君） 藤田経営課長。 

○経営課長（藤田浩司君） 今回の学校教育法の改正で大学制度の中に専門職大学の制度、施行が４月１日からで

すけれども制度を設けられます。専門職大学の課程が４年一貫性のほかに４年の課程を前期が２年もしくは３

年、そして後期が２年もしくは１年に区分する学科を設けることができるっていうことになるようです。その
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うち前期課程を修了した者については、短期大学を卒業したものに相当すると見なすということの規定のよう

でございます。 

○委員長（佐々木重勝君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） ほかになければ、これで質疑を終わります。 

○委員長（佐々木重勝君） これから、議案第 29号に対する討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 討論はないようですので、ただちにお諮りします。議案第 29号は、「原案可決すべき

もの」と決することにご異議ございませんか。 

                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 異議なしと認めます。よって、議案第 29号は、「原案可決すべきもの」と決定しまし

た。 

 暫時休憩します。 

午後１時０９分  休憩 

                 午後１時２５分  再開 

○委員長（佐々木重勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

中村上下水道部長。 

○上下水道部長（中村晃君） 先ほどの 28号議案の中で、高橋委員から許可の権限が岩手県知事にあるいう御指

摘をいただきました。我々もちょっと精査したところ、それはやはり岩手県知事に訂正したいと。しなければな

らないということで、間違いがあったということを委員会のほうに御報告いたします。今後の議事運営につきま

しては、事務局のほうから説明があると思いますが、いずれ大変御迷惑をおかけいたしました。本議会中の審査

を可決するように調整してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（佐々木重勝君） それではですね、事務処理の扱い方について事務局のほうから説明をお願いいたしま

す。菊地事務局長。 

○事務局長（菊地俊二君） 今の上下水道部長より発言がございました。その件につきまして、一度 28号につい

ては委員会のほうで採決をした事項でございます。取り扱いについて、高村主査のほうから今後の取り扱いにつ

いて説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙村主査。 

○主査（髙村学君） それでは取り扱いにつきまして御説明したいと思います。まず今回の議案 28号につきまし

ては、誤りがあったということで、これにつきましては市長名で委員長のほうにですね、訂正の申し入れがある

と。委員長経由で最終的には議長に訂正を申し入れると。その訂正につきましては本会議で議決が必要になりま

すので、27日に議長が 28号の訂正についてまずお諮りするということになります。それが、皆さんで許可、許

可というかよろしいということになれば改めてまた委員会のほうで審査ということになります。ですので、議案

第 28号は、27日以降の審査ということになります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（佐々木重勝君） 委員の皆様よろしいでしょうか。髙村主査。 

○主査（髙村学君） まず議案第 28号、今日の分はちょっと１回保留でお願いしたいということです。訂正をま

ず１回かけなきゃないです。訂正については本会議に 27日の本会議で訂正をします。訂正を受けて改めて 27日
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以降にもう１回審査をすると。はい。という手順でお願いしたいと思います。 

○委員長（佐々木重勝君） よろしいですか。髙村主査。 

○主査（髙村学君） 先ほど委員会のほうで決定したというか、可決、委員会では可決ということですけれども、

その可決をもってその訂正を拒むことはできないということになってますので、改めてその訂正した分、正しい

部分で審査を再度お願いしたいということになります。 

○委員長（佐々木重勝君） 落合委員。 

○委員（落合久三君） そういう意味で、保留じゃなくて議決したわけさ。そして、それが今さっき言ったような

中身に齟齬があるから、もう１回当局も訂正し直したものを本会議にちゃんとやって、そこで了解を得た上で訂

正したものを改めて個々の委員会で付託案件としてもう１回議論するという意味で。だから保留つうんじゃない

でしょ。 

○委員長（佐々木重勝君） 高橋委員。 

○委員（髙橋秀正君） いや、それで本会議に修正案が出るっていうのはオーケーなんだが、25 日が議案の特別

委員会だよな。予算特別委員会初日分。予算のほうが。 

○委員長（佐々木重勝君） 髙村主査。 

○主査（髙村学君） まず今日の審査してる議案につきましては 27日に委員長報告となりますけども、この議案

第 28号につきましては訂正がありますので、27日に訂正をすると。なので、28号を除いた部分の委員長報告と

いう形になります。この訂正については委員長報告の前に行うと。委員長報告前に訂正を１回して、それから、

この議案 28号除いた分の委員長報告をするという流れです。 

○委員長（佐々木重勝君） それでは、ただいまお話ししたとおり議案第 28号について訂正になり、後で審査い

ただくということで、本日は当委員会に付託された請願並びに議案の審査は終了いたしました。 

お諮りします。２月 27日の本会議における委員長報告につきましては、先ほど申しましたように 28号を除いた

中で委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木重勝君） 異議なしと認めます。 

なお、請願第３号が本会議で採択された場合の意見書案については、会期中に改めて委員会を開催のうえ協議

したいと思います。 

以上で付託事件審査を終了します。 

 

午後１時３３分 休憩 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

                          宮古市議会産業建設常任委員会委員長  佐々木重勝 


