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第６ 一 般 質 問
第７ 報告第１号 議会の議決を経た工事請負契約の変更に係る専決処分の報告について
第８ 議案第１号 奥州金ケ崎行政事務組合布設工事監督者を配置する水道の布設工事及び
布設工事監督者等の資格を定める条例の制定について
第９ 議案第２号 奥州金ケ崎行政事務組合一般廃棄物処理施設設置条例の一部改正につい
て
第 10 議案第３号 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部及び消防署設置条例の一部改正につ
いて
第 11 議案第４号 奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の設置等に関する
条例の一部改正について
第 12 議案第５号 水沢消防署胆沢分署庁舎移転新築（建築）工事の変更契約の締結に関し
議決を求めることについて
第 13 議案第６号 平成 24 年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計補正予算（第２号）
第 14 議案第７号 平成 24 年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計補
正予算（第１号）
第 15 議案第８号 平成 25 年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算
第 16 議案第９号 平成 25 年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計予
算
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
出席議員（13 名）
議 長

佐 藤 修 孝 君

１ 番

有 住

２ 番

阿 部 加代子 君

３ 番

三 宅 正 克 君

４ 番

千 葉 悟 郎 君

５ 番

梅 田 敏 雄 君

６ 番

佐 藤 邦 夫 君

７ 番

千 田 美津子 君

８ 番

遠 藤

９ 番

新 田 久 治 君

10 番

佐 藤 克 夫 君

11 番

及 川 善 男 君

12 番

千 田

修 君

敏 君

力 君

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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欠席議員
な

し

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
説明のための出席者
管

理

者 奥 州 市 長

小 沢 昌 記 君

副 管 理 者 金 ケ 崎 町 長

髙 橋 由 一 君

副 管 理 者 奥州市副市長

後 藤 新 吉 君

監 査 委 員

菊 地 政 平 君

事 務 局 長 兼 水 道 課 長

及 川 一 康 君

事 務 局 次 長 兼企画総務課長

髙 橋 寛 寿 君

環境施設課長

千 葉 哲 夫 君

会 計 管 理 者 兼 出 納 室 長

小野寺 節 夫 君

消

横 倉

防

長

均 君

消 防 次 長 兼消防総務課長

菊 地 貞 好 君

消防救急課長

阿 部 保 之 君

予 防 課 長

及 川 政 喜 君

水沢消防署長

千 葉 修 一 君

江刺消防署長

菊 池 久 雄 君

消 防 本 部 主 幹 兼危機管理室長

伊 藤

消 防 本 部 主 幹 兼通信指令室長

榊

企 画 総 務 課 課長補佐兼企画係長

髙 野 昌 宏 君

環 境 施 設 課 課 長 補 佐

佐 藤 金 治 君

環 境 施 設 課 課長補佐兼管理係長

菅 原

優 君

消 防 総 務 課 課長補佐兼総務係長

千 葉

直 君

企 画 総 務 課 副主幹兼介護医療係長

鈴 木 忠 孝 君

企 画 総 務 課 財 政 係 長

松 田 好 正 君

水

道

課 浄 水 係 長

廣 野 克 哉 君

水

道

課 主

査

菅 原 敏 幸 君

企 画 総 務 課 主

査

小野寺

企 画 総 務 課 主

事

片 岡 敬 子 君

企 画 総 務 課 主

事

小 関

伸 君
久 典 君

卓 君
壮 君

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

- 3 -

議

事
午前 10 時

開議

○議長（佐藤修孝君） これより平成 25 年第１回奥州金ケ崎行政事務組合議会定例会を開会
いたします。
出席議員は定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開催いたします。
本日の会議は議事日程第１号をもって進めます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第 73 条の規定により、議長において、５番梅田敏雄議員、６
番佐藤邦夫議員の２名を指名いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、お手元に配付いたしました予定表のとおり本日１
日限りとしたいと思います。ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日限りと決しました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第３、諸般の報告を行います。
監査報告はお手元に印刷配付のとおりであります。これに対し質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 質問なしと認めます。
なお、今期定例会に提出のため管理者より議案等 10 件の送付を受けております。
これをもって報告を終わります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長
（佐藤修孝君） 日程第４、
平成 25 年度奥州金ケ崎行政事務組合施政方針を行います。
管理者より発言の許可を求められておりますので、これを許可いたします。小沢管理者。
〔管理者小沢昌記君登壇〕
○管理者（小沢昌記君） 本日、ここに平成 25 年第１回奥州金ケ崎行政事務組合議会定例会
が開催されるに当たり、
平成 25 年度の組合運営の基本方針について管理者としての所信の一
端を申し上げ、議員各位並びに構成市町の住民皆様のご理解とご協力をお願い申し上げると
ころであります。
平成 25 年を向かえ、日本の経済は為替相場が円安傾向に転換し株価の上昇も見られるな
ど、わずかに明るい兆しが見えており、デフレ経済からの脱却が期待されるところですが、
先行きはまだまだ不透明感が強く感じられるところです。
このような中、一昨年に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事
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故に起因する放射能関連の被害は、事故発生から２年を迎えようとする現在においても、大
きな影をこの地方に落としたままであります。
このことから、当組合におきましても、引き続き放射性物質を含む焼却灰の処理等につい
ては万全の態勢で対応していくとともに、モニタリング結果について、ホームページ、構成
市町広報などで情報提供を行い、住民皆様の不安の軽減に努めてまいります。
また、昨年６月から大槌町の災害廃棄物の受け入れを行っており、昨年 12 月までに 1,370
トン余りの災害廃棄物を焼却したところですが、今後も引き続き受け入れを行い、沿岸被災
地の復興を支援してまいります。
さて、平成 25 年度の予算につきましては、行財政改革大綱等各種計画を基本に、事務事
業を安全かつ効率的に推進し、
住民福祉の向上に寄与するよう編成をしたところであります。
一般会計につきましては、予算総額が対前年度２億 9,700 万円、9.2 パーセントの減とな
っておりますが、ごみ焼却施設の機器整備事業が増加する一方、水沢消防署胆沢分署整備事
業の完了に加え、し尿処理施設整備事業債の償還完了等による公債費が減ぜられたことが主
な理由であります。
胆江広域水道用水供給事業会計におきましては、平成 26 年度からの胆沢ダムを水源とす
る本格的な水道用水供給に向けた施設整備の最終年度となっており、第２期たんこう浄水場
整備の建設工事を完成させ、安定し良質な水道用水の供給を可能としてまいります。
以下、平成 25 年度の重点施策について申し上げます。
胆江地区衛生センターにつきましては、平成 24 年度から２カ年事業で実施している、ご
み焼却施設の分散制御システム・自動燃焼制御装置の更新工事を完了させるほか、各施設の
整備についても地域住民の安全安心を確保するため適切な維持管理に努めるところであり、
特にも放射性物質を含む廃棄物の焼却等を安全に行うため、施設整備に万全を期してまいり
ます。
最終処分場につきましては、施工不良個所の修繕対策を十分に講じたところではあります
が、住民の皆様から一層の信頼が得られるよう適切な施設運営に努めてまいります。
胆江地区広域火葬場につきましては、年々火葬件数が増加し、日程調整が困難となる事例
が発生していることから、火葬業務に当たる人員を１名増員し、現在の１日当たり最大８件
の火葬件数を９件に増やし、より円滑な運営に努めてまいります。
介護認定審査判定業務につきましては、構成市町と連携を図りながら迅速かつ適正に業務
を遂行し、介護サービスを必要とする方々及びその家族の皆様の日常生活の支援に努めてま
いります。
休日診療所の運営につきましては、奥州市医師会のご協力のもと引き続き診療体制の充実
を図りながら、住民の皆様の安全安心を支える初期救急医療の確保に努めてまいります。
次に、消防業務につきましては、平成 24 年度までに各分署の整備が完了し、また、主な
機械設備の整備も一段落したところであります。
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平成 25 年度の施策といたしましては、大規模災害時などにおける広域応援体制に不可欠
な消防救急無線のデジタル化、
及び県内４消防本部による消防指令業務の共同運用について、
平成 28 年６月１日からの本格運用に向け、
県及び関係消防本部と連携しながら確かなシステ
ムの構築を目指してまいります。
また、消防力整備計画に基づき高機能消防指令センターシステムの電源装置などの交換工
事を行い、
これまでと同様に停電時においても安定した通信指令業務を確保してまいります。
救急業務につきましては、救急救命士の養成及び救命処置の範囲拡大など救急業務の高度
化を推進するとともに、救急車が到着するまでの住民による救命処置のさらなる協力を得る
ため、新たに小中学生に対する応急手当ての普及啓発活動を展開し、救命率の向上に取り組
んでまいります。
予防業務につきましては、住宅用火災警報器を設置していただいたことにより火災に至ら
なかった事例が管内においても見られるようになり、
引き続き消防団などの協力を得ながら、
その普及促進を図ってまいります。
防火対象物及び危険物施設に対する立入検査では、危険度に応じた効率的な執行を図り、
追跡調査などにより法令違反を是正し、火災または事故の未然防止に努めてまいります。
次に、胆江広域水道用水供給事業につきましては、平成 25 年度の胆沢ダムの完成に合わ
せ、第２期たんこう浄水場の整備工事を円滑に完了させるとともに、給水施設８カ所の点検
を行います。
これにより平成 26 年度から、１日最大１万 4,600 立方メートルの本格的な水道用水供給
体制を整えることになり、一層安全な水の安定供給に努めてまいります。
また、平成 26 年度からの新たな料金体系について検討し、適切な供給価格としてまいり
ます。
平成 25 年度の組合の基本方針及び主な施策を申し述べました。現下の地方公共団体を取
り巻く環境は依然として厳しい状況にありますが、
達成すべき目的、
目標をしっかり見据え、
常に前を向いて創意と工夫をこらし、すべての業務において常に安全と安心のサービスを提
供できるよう、職員と一丸となり、限りある人的資源及び財源の中で、最少経費で最大効果
を上げるべく全力を傾注して取り組む所存であります。
重ねて議員各位並びに住民の皆様には一層の力強いご支援とご協力を心よりお願い申し
上げまして、管理者の施政方針といたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第５、平成 25 年度奥州金ケ崎行政事務組合施政方針演述に対す
る質問を行います。
順次質問を許します。
８番遠藤敏議員。
○８番（遠藤敏君） １点だけお伺いいたします。
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広域火葬場の関係ですが、今回、火葬件数が増加して日程調整が困難な事例が発生してい
るということです。これは実は市民から声が上がっていることでありまして、どうなってい
るんだと私も聞かれております。
今回、１名を追加して１日に９件ということですが、今までの中で最高の件数が何件ぐら
い申し込みがあったかということと、９件までしかできないのかということを確認したいと
思います。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。今までの最高件数ということでございます
が、
月に１度定休日があるわけでございますが、
その翌日に 10 件が最高の件数でございます。
ただ、通常８件、午前、午後４件ずつという件数で行ってございまして、先ほど議員から
ご指摘のとおり、なかなか予定どおり火葬ができないといったような声もちょうだいしてご
ざいますので、今回、業務委託先の胆江葬祭事業協同組合の人員を手厚くいたしまして、現
在通常８件でございますけれども、これを９件に、１日当たり１件増やしてまいりたい、そ
ういうふうに考えてございます。
○８番（遠藤敏君） ９件以上できないのかと聞いたんですけれども、ご案内のとおり、奥
州市の例で言えば、今年度いよいよ 65 歳以上の高齢化率も 30 パーセントを超えておりまし
て、２年後には 31.8 パーセント、さらに５年後には 34.5 パーセントまで増えていく。
人口構成を見ると、今、60 歳から 65 歳までが一番多いんですけれども、これから高齢化
率というか、こういった火葬の場が非常に混雑することは十分に想定されるんですが、これ
からどのように増えてくると想定しておられるのか。
あるいは、さくらぎ苑が稼動能力として一体どこまで可能なのか、確認したいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答え申し上げます。議員ご指摘のとおり、これから高齢者が
増えてまいります。確かに火葬件数も増えていくもの、このように思っております。
ただ、どのように増えていくのか、その辺までは想定してございませんけれども、いずれ
増えていくということは見込まれてございますので、今後とも火葬業務につきまして、市民
から不満の声が出ないような形で対応してまいりたいな、
そういうふうに思ってございます。
現在、人がいれば最大 13 件という人数でございます。
○８番（遠藤敏君） 今の答弁にもありましたが、やっぱり増えることが想定されるわけで
すね。
こういった施設は、それぞれ一人一人の人間にとって非常に大きな意味を持つ施設なんで
すね。
増えてきたから何とかしていこうというのじゃなくて、やっぱりライフラインの一つです
から、来たら受け入れてやれるような、少し余力を持って。水道だってそうですね。ライフ
ラインは少し余力を持っていないとだめだと思うんです。来たらば受け入れるという体制を

- 7 -

考えていただきたい。
常駐１人増加でなくて、もしかして機動的な部分でカバーできる体制をつくるとか、そう
いったことも考えながら、申し込みがあったらば対応してやるというふうな方向の中で進ん
でいただきたいと思います。
コメントいただいて、終わります。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。ただいま議員からご指摘ありましたとおり、
余力を持った形でのカバーということでございますので、今後この点を含めまして検討して
まいりたいな、そういうふうに思っているところでございます。
○議長（佐藤修孝君） ２番阿部加代子議員。
○２番（阿部加代子君） ３点お伺いをいたします。
まず、２ページにございますけれども、先ほども高齢化に対応する火葬業務のことが取り
上げられました。その下にございます介護認定審査判定業務につきましても、ますます判定
を望む、また迅速に判定をしていただきたいということで地域住民の要望があるわけでござ
います。
火葬業務に関しましては人員を増やしていただけるということでございますけれども、判
定業務につきましても、今後さらに増えていくというふうに思われますので、人的増加に関
しましてお考えをお伺いしたいと思います。
３ページ目でございます。２点目、
「小中学生に対する応急手当ての普及啓発活動を展開
し、救命率の向上に取り組んでまいります」ということでございます。具体的な計画といた
しましてどのようにお考えになっているのか、お伺いをしたいと思います。
それから、同じく３ページ目の下のところでございます。防火対象物等の立入検査につい
てでございますけれども、追跡調査をしていただけるということで、大変前進をしていただ
けるというふうに思います。
法令違反を是正し、火災また事故の防止に努めてまいりますということでございますけれ
ども、この追跡調査のあり方でございます。統一したシステムにしていただきまして、人が
かわったら変わるというようなことがないように取り組んでいただきたいというふうに思い
ますが、その点についてお伺いをいたします。
○議長（佐藤修孝君） 髙橋事務局次長。
○事務局次長（髙橋寛寿君） ２番阿部議員のご質問にお答えをいたします。
私の方からは介護認定審査委員会の件につきましてお答えをさせていただきます。介護認
定審査委員会の対象件数につきましては、ご指摘のとおり増加の傾向にありまして、昨年あ
るいは今年、おおむね 9,000 件弱かというふうに記憶をしてございます。
現在、介護の認定審査委員会につきましては、地域の地元の医師会や介護施設の職員の
方々にお願いをしまして、１班５人体制を組んで 12 の班を作りまして、審査委員会を開催し
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てございます。
年間全部で 220 回程度の延べ回数というふうに記憶してございますが、その中で１回当た
り 40 件を目安に審査を行っているところでございます。
各構成市町におきまして、ご本人からの調査あるいは医師の診断書などをそろえて、審査
の資料をご提出いただいているわけですが、これが順調にそろっておりますと、１審査会当
たり 40 件というのはスムーズに進められる範囲と考えてございます。
現在の 220 回の回数については、年間にしますと、現在の体制でももう少し回数の増加を
お願いできる状況だというふうに考えてございまして、全体の審査件数が増加してまいりま
した場合には、12 の班の年間回数を増やしていただける状況だと考えているところでござい
ます。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 消防に関して２件ほどのご質問がございました。
初めに児童生徒に対する応急手当てについての考え方はどうなのかというご質問でござ
いますけれども、児童生徒ですので、教育委員会が所管するところが非常に大きいというこ
とで、消防単独ではできないということでございまして、教育委員会と連携を取りながら進
めておるところでございます。
そして昨日、早速教育委員会の方に出向きまして、その取り組みはどうなのかということ
を確認してきております。
学校教育課長の回答でございますけれども、心肺蘇生法を子供の時から教えるのは非常に
有意義だということを認識しているとおっしゃっておりましたし、
平成 25 年度内に学校応急
手当て講習が開催できるように、昨日行ったのは奥州市の教育委員会でございましたけれど
も、奥州市管内の小学校の教職員に対し希望調査を行い、消防本部と連携を密にして進めた
いという回答でございました。
その講習用資機材の整備のための予算は平成 25 年度は計上しなかったけれども、６月補
正で考えたいというお答えでございました。
なお、実際に、久慈市、北上市から転勤して来られた先生で既に資格を持っている先生が
いるということで、子供たちに心肺蘇生法を指導できる環境が奥州市にないことは勿体ない
ことだという意見が上がっているという話も聞いております。
そして、当消防本部から申し入れたことは、教員による心配蘇生法の指導が軌道に乗るま
では、資機材の貸し出し、指導員の派遣は積極的に協力していきますよということを申し入
れております。
予定でございますけれども、その講習を平成 25 年度には最大６回程度開催したいと考え
ているということ、あるいは学校が希望であれば学校へ出向いての講師も配慮しますという
ことを話してきております。
もう１件目、査察の関係でございます。追跡調査、非常に大事なところでございますけれ
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ども、是正報告がないものも実際ございます。
どのような取り組みをしたかということでございますけれども、まず電話による催告を実
施、それに応じない場合は文書による催告通知を送付する、最終的には、違反処理規程がご
ざいますので、法に基づいて行政指導の後、行政処分。そこまではなかなか難しいですけれ
ども、そういうスタイルをとっております。
○２番（阿部加代子君） まず、介護認定審査の判定業務につきましては、回数を増やせる
ということで了解をいたしました。
小中学生に対します応急手当て普及啓発活動に関してですけれども、消防の方で養成のプ
ログラムを作っていただくということは、以前ご答弁いただいているところでございます。
先生方に普及員としての資格を取っていただく、先生方も忙しい、また消防の方でも、派
遣をするといっても業務も大変だというふうに思われますので、ぜひ普及員の資格を取られ
ている地域の皆様方の応援をいただきまして、地域の方々の普及員を増やすという方向も必
要ではないかというふうに思います。
消防署の方、または学校の先生方だけで教えるということはなかなか大変になってまいり
ますので、そういう部分でも地域の方々のご支援をいただきながら普及をしていくというこ
とで、ぜひ取り組みを考えていただければと思いますが、その点、お伺いをいたします。
それから、査察に関しましては、今、手順をお話しいただきましたが、それらのことが統
一してしっかりとやっていただける、また記録として残していただけるような形でお願いを
したいと思いますけれども、その点、お伺いをして、終わりたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 最初の応急手当ての関係でございますけれども、学校の先生も諸事
情があり忙しいということはわかっております。
学校にはボランティア的に読み聞かせをやってくれる方とか協力的な方もいると聞いて
おりますので、その方たちの協力も呼びかけたいなと考えております。
また、予防関係でございます催告通知ということを申し上げましたけれども、すべて記録
に残すよう、最終的には裁判に持っていく必要があるということで、それは必要でございま
すので、それは職員には強く指導しております。
○議長（佐藤修孝君） ５番梅田敏雄議員。
○５番（梅田敏雄君） 消防の業務について１点、お伺いをいたします。
本年度、消防救急無線のデジタル化という事業を施策としてやられるということですけれ
ども、ちょっとまだイメージができません。
デジタル化することによって、例えば災害情報の地図情報、あるいは災害の状況等を画像
で送るとか、そういうことが可能になってくるデジタル化なのでしょうか。
それから、デジタル化をすることによって、分署の常備消防はもとより各市町の分団部の
方々まで、その端末の変更といいますか当然必要になってくるかと思いますけれども、その
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辺の整備の状況とデジタル化にすることによる効用についてお尋ねをしたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） デジタル化につきましては、通信業務関係の法令が改正になりまし
て、地デジ化と同じく、今 150 メガヘルツ帯が込み入ってきた、いろんな電波が空間を飛ん
でおりますけれども、賄い切れないということで 260 メガヘルツ帯に変える。それが平成 28
年の６月から切り替わる。これはやむを得ないことです。
どういう現象かと簡単に申し上げますと、昔は、画像はカメラで撮る、音はテープレコー
ダーで取る、
今はＤＶＤ付きのデジカメがやっていますけれども、
そういった高機能化する、
容量が大きい。
狭い道路を小さなトラックで行くよりも、道路を広くして大型トラックで行った方が情報
量が多く伝えられるということで、救急現場で言いましたらば、患者の表情を画像に撮って
デジタル無線に乗せて病院に送れば、医者も即判断がつくというメリットもございます。
今までの無線は、アナログは聞き取りづらい、消防団やられている方は現場でわかると思
いますけれども、非常にふくそうする、聞きづらいということですが、正確な情報が伝わる
というメリットがございます。
また、デジタル化になれば、広域災害に非常に役立つ。広域的に運用できますので、県に
調整本部というのが、この前の３．11 の時は立ち上がりましたけれども、そことのやりとり、
あるいは大船渡の現場とのやりとりもやりやすいというようなメリットがございます。
大きなところはそういうところでございます。
消防団については市町村が整備するということで、別な観点になります。
○議長（佐藤修孝君） 11 番及川善男議員。
○11 番（及川善男君） ２点についてお伺いをいたします。
まず第１点は、４ページのところに、広域水道の点で平成 26 年度から新たな料金体系に
ついて検討するとありますが、この手順についてお伺いをします。
詳細は予算の方でお聞きいたしますけれども、出された資料によりますと、経営見通しで
試算されている料金収入で見ますと、平成 24 年度決算ベースで比較いたしますと、平成 26
年度は 185 パーセント、いわゆる 85 パーセントも増収になる、それから、平成 25 年度ベー
スで見ますと、176 パーセントとなっております。
これは、勢いそれぞれの水道利用者の負担になっていくものというふうに思いますので、
その点についてどのようにお考えになっているか、お伺いをします。
もう１点は、これには触れられていなかったんですが、この間、福島第一原発の事故に伴
い当組合でもさまざまな出費がかさんでいるわけですが、この補償問題についてどのように
推移しているのか、お伺いをいたします。
広域水道の方の補正予算で６万 5,000 円ほど東電から補償が計上されておりますが、当初
予算には一切見えなかったんですけれども、私の見落としなのかも含めて、この間の被害額
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が大体どの程度で、補償についてどのように考えているか、お伺いいたします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。まず１点目の広域水道の関係でございます。
今現在の料金体系でございますけれども、２段階の料金体系にしてございます。基本料金
と使用料金という２段階で料金を徴収してございます。
平成 25 年度まで、この料金体系が続いていくわけでございますけれども、平成 26 年度以
降につきましては、ご指摘のとおり日量１万 4,600 トンということで、現在、構成市町と新
しい料金制度について検討しているところでございます。
いずれ、大幅な引き上げにならないように、できれば現在の料金の範囲内でおさめていき
たい、そのように考えて、現在協議中でございます。
それから、２点目の東電に対する請求の件かと思いますが、平成 23 年度におきましては
1,259 万 4,773 円ほど東電の方に請求をしてございます。それから、平成 24 年度分といたし
まして 1,042 万 7,631 円、これにつきましては、県あるいは他市町村と足並みをそろえまし
て、県の方に提出をしまして県の方から東電に請求される、こういう形で進んでいるところ
でございます。
○11 番（及川善男君） 水道料金については予算の方でお聞きします。
東電の補償の問題ですが、請求額はわかりましたが、まだ全然入っていないという理解で
いいのですね。
それから、水道の６万 5,000 円は入るということになっているんですが、これはどういう
形でこういうふうな別建てになっているのか、お伺いします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。水道については、公営企業会計ということ
で一般会計とは違ってございます。
これは平成 23 年度分の放射性物質の測定の料金でござい
ますけれども、これを請求いたしまして、昨年の 12 月に納入になってございます。
○議長（佐藤修孝君） ４番千葉悟郎議員。
○４番（千葉悟郎君） １点だけ質問したいと思うんですが、当組合の焼却場ですが、これ
も耐用年数があろうかと思っております。
それにかかわって、県南に焼却場建設計画があるわけでございますが、その後の進捗状況
はどういうふうに進んでおられるのか、その辺、お答えいただければと思うんですが。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。県南ブロック、県南の広域化ということで、
現在、コンサルタントの方で基本計画を取りまとめ中でございます。最終的な段階に入って
きてございます。
その計画書ができ上がりましたならば、構成市町あるいは我々組合も入りまして県と協議
をいたしまして、最終的には構成市町の首長さん方で検討をしていただきまして、それをも
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って県の方と次の段階の協議に入る、こういう流れというふうに理解してございます。
○４番（千葉悟郎君） わかりました。最終年度というか、今、最終的なところに来ている
ということを言っているようですが、これは来年度になるのか、時期的なところはいつごろ
にまとまって県に提出されているのか、その辺、予定等をお聞きしたいと思うんですが、ど
うでしょうか。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。コンサルタントとの契約の月日ですが、当
初は 11 月末でございましたが、その後、変更になりまして、１月末の作成ということになっ
てございます。
○４番（千葉悟郎君） そうすると、１月というのは、今年平成 25 年の１月、もう出ている
んですね。
あとはどういう順序で県に提出されていくのか、その辺、状況を説明いただければと思う
んですが。もう少し具体的に。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 時期的なことは未定でございまして、先ほども申し上げました
けれども、コンサルタントの方から報告書が出てまいりましたならば、構成市町、それから
各広域行政組合等で協議をいたしまして、幹事会あるいは首長との協議する場面というのが
出てまいりまして、それが終わりましたらば県の方に提出する、こういう流れになろうかと
考えてございます。
目安といたしましては、平成 25 年度中には県の方には提出になるか、そういうふうに予想
してございます。
○議長（佐藤修孝君） 以上で管理者演述に対する質問を終結したいと思いますが、ご異議
ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 以上をもって管理者演述に対する質問を終結いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第６、一般質問を行います。
通告順に質問を許します。初めに、７番千田美津子議員。
〔７番千田美津子君登壇〕
○７番（千田美津子君） 私は、さきに通告しておりました２件について管理者にお伺いを
いたします。
１件目は、ごみ処理広域化計画と、その後の進捗状況について伺います。
質問の１点目として、ごみ処理広域化計画に伴う基本調査結果について伺います。
この件につきましては、ただいま施政方針演述に対する質問の中でも一定の答弁がありま
したが、改めてお伺いをいたします。
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この件につきましては、さきに行われました平成 24 年第２回定例会におきまして及川善
男議員が質問をしてまいりました。その際、県南地区ごみ処理広域化のための基本調査業務
が発注され、本来であれば 11 月末には結果が出るとの答弁でありました。しかしながら、先
ほどの答弁をお聞きしますと、その調査が遅れており、１月末に調査結果が出るという答弁
でございました。
改めて私は、この広域化計画と、それにかかわる基本調査のあり方等について、小沢管理
者の見解をお伺いするものでございます。
質問の２点目として、今後の検討の進め方、先ほども一定の答弁はありましたけれども、
改めてお伺いをいたします。
質問の２件目は、定員管理適正化計画の現状と今後の対応策について伺います。
先ほどの施政方針演述にもございましたが、一昨年の原発放射能問題を契機に、当組合に
おいては、ごみ焼却と最終処分場への埋め立てにおける放射性物質の監視や測定、そして水
道用水供給事業等における放射性物質の測定の実施など、まさにこの地域の生活環境の保全
と住民生活向上のため、これまで以上に住民の安全に配慮した取り組みが求められ、職員の
皆さんには大変な苦労があったものと思います。
さて当組合におきましては、胆江地区衛生センター等維持管理運営計画及び消防力整備計
画、そしてさらには胆江広域水道用水供給事業中期経営計画を基本とした定員管理適正化計
画が、平成 22 年に策定をされております。
そこで、質問の１点目として、定員管理適正化計画と当組合の現状についてお伺いをいた
します。
質問の２点目として、当組合における事務事業及び管理運営の実態と今後の人的体制の強
化策について伺います。
定員管理適正化計画では「常に業務量に見合った適正な職員配置に努めます」とあります。
しかしながら、先ほど述べましたように、一昨年の原発放射能問題への対応などにより、
この定員管理適正化計画は、業務の現状からすれば実態に合わないものとなっているのでは
ないかと考えます。
また、ごみ処理広域化計画とのかかわりもありますが、定年制延長とあわせ人的体制の整
備強化は急務ではないかと考えるものでありますが、
小沢管理者の見解をお伺いいたします。
以上、登壇しての質問といたします。
○議長（佐藤修孝君） 小沢管理者。
〔管理者小沢昌記君登壇〕
○管理者（小沢昌記君） ７番千田美津子議員のご質問にお答えいたします。
先ほども４番千葉悟郎議員から広域化の質問がありましたけれども、私の方から改めてご
説明をさせていただきたいと思います。
初めに、ごみ処理広域化計画に伴う基本調査の進捗状況についてでありますが、県南地区
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ごみ処理広域化のための基本調査業務につきましては、県南地区の一般廃棄物の広域的な処
理を推進するため、今後の廃棄物処理施設の集約化や処理自体のあり方の方向性を検討する
ということを目的として、県南地区ごみ処理広域化検討協議会が発注者となり、コンサルタ
ントと平成 24 年３月 28 日に契約を結びました。
期限としては延長し１月 31 日ということでありますけれども、現在、しっかり文言調整
等をするための最終段階に入っているということで、製本されたものはまだ手元に届いてい
ないという状況であります。
本業務は県南ブロックの４市町の掲げている開発計画等に配慮しつつ、ごみなどの発生量、
運搬距離、住民の利便性、施設整備に要する費用、施設整備に伴う環境影響などを総合的に
勘案して、処理施設の方式、合理的な規模、数、配置、整備時期及び事業主体のあり方など
について、考えられるさまざまなケースをすべて洗い出し、その特質をまとめるものであり
ます。
遅れているという状況、なぜなのかというところがご質問だと思いますけれども、私ども
といたしましては、特に３．11 の発生以来、放射能というものに対する住民の安全安心とい
うふうなものについての視点が、
どうも今回コンサルの方では十分に汲み取っていなかった、
その部分を十分に配慮して、そこも検討課題にしてほしいということを、途中経過の部分で
お願いした経緯があります。そのことで 11 月が１月まで延びているということであります。
放射能だけでなく、さまざまな部分でありますけれども、特に放射能で汚染された物質を
焼却するということに対する住民意識というのは、大きな震災があった前と後では全く違っ
ている。これは一過性のものとして看過する状況のものでは決してないということの配慮の
視点を大きくクローズアップしてほしいということをお話しして、それを追加しているとい
う状況にあるということで、少し時間がかかっているというふうにご理解をいただければと
思います。
次に、今後の検討の進め方についてでありますが、施設の整備については、基本調査の結
果がまとまり次第、関係市町などによる協議を始めます。
その中で具体的に検討するものでありますが、県南ブロックの広域、広範な地域に１カ所
の施設整備とする場合、収集運搬の距離の延伸に伴う運搬経費の増加、中継施設等の整備費
用の発生など、また、今もお話ししましたが加えて放射能の問題もあり、なかなか困難な課
題であるなというふうに考えております。
この辺が協議の議題になっていくことであろうというふうに思っております。
また、一関地区と奥州金ケ崎地区では、ごみ処理施設の建設年度、耐用年数などの違いも
ありますことから、ごみ処理広域化の具体的な内容については、今のような部分も含めて課
題の整理をしながら、今後の関係市町の協議の中で、住民本位の設置のあり方を考えていく
べきだろうというふうに進めていくということでございます。
大きな項目の２件目であります。次に、定員管理適正化計画の現状についてお答えをいた
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します。
職員の定員管理については、平成 21 年度策定の胆江地区衛生センター等維持管理運営計
画、消防力整備計画及び胆江広域水道用水供給事業中期経営計画の考え方を踏まえた定員管
理適正化計画を基本に運用しているところであります。
平成 24 年度の職員体制は、事務局職員が 31 人、消防職員が 167 人、水道の企業職員が３
人、合計 201 人体制でありますが、定員管理適正化計画では、事務局職員が 35 人、消防職員
が 168 人、水道の企業職員が４人、計 207 人であり、計画対比６人の減であります。
そのほかに、現在、病気休暇の方が１人おられます。
計画対比６人減の内訳といたしましては、事務局職員と企業職員については、早期の退職
者が４人、構成市町からの派遣職員の減が１人で５人、消防職員につきましては、派遣職員
１人の減であり、合わせて６人ということであります。
平成 25 年度におきましては、事務局職員が 31 人、消防職員が 166 人、企業職員が３人の
200 人体制となる見込みであります。
このような計画を上回る人員減が進む中にあって、一方では、議員ご指摘のとおり放射能
物質への対応などの業務が増加している現状ではありますが、臨時職員の増などにより、施
設の適正な維持管理運営に努力しているところであります。
また、消防業務においても、救急需要の増大により業務が増加している状況ではあります
が、他署所からの応援出動をするなど工夫をこらし努力をしているところであります。
今後も人員については、業務の広域的な変化や人事管理制度の変更に対応しながら、適宜
総合的に検討し、当組合が住民から期待される機能を十分発揮できる体制を整えるよう努め
てまいりたい、このように考えております。
○７番（千田美津子君） それでは、簡単に再質問をさせていただきます。
ごみ処理広域化計画については、管理者の考え方も改めて確認をさせていただきました。
最後に述べられたように、環境保全をつかさどる施設が、車の排気ガス等で環境を汚染す
ることのないように、住民本位の設置のあり方を念頭に置きながら検討していただきたい。
それから、住民の皆さんの放射性物質の不安もそうですし、それからまた対応等、これま
で以上の神経を遣わなければならないのじゃないかなというふうに思います。
そういった点でも、私は広域化で一関含めて１カ所というのは無理があるというふうに思
いますので、今、管理者が述べられたような方向でぜひ進めていただきたいなと思います。
１点、確認しておきたいんですけれども、県が立てられた広域化計画でありますけれども、
もしこれが、さまざまな検討の中で単独で設置をしたいということになれば、補助について
は、これまでどおりのあり方で補助になるのか、その点、１つお伺いをしたいと思います。
それから、定員管理計画ですけれども、計画そのものも、現在の当組合の事務事業等の現
状を見れば、かなりきつい計画が立てられたなと思っていたんですが、それを上回る削減、
減員になっているということです。平成 25 年度もトータルで平成 24 年度よりも１人減るよ
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うな状況です。
これは、先ほども申し上げましたように、当組合の職員がどんなに優秀な職員であっても、
みんなでカバーし切れない現状にあるのではないかなというふうに、私は思っております。
汚染牧草の問題等もありますよね。これまで以上に検討すべき課題があるというふうに思
います。
ですから、さまざまカバーし合うとは言っても、現状は無理があるのではないかなという
ふうに思いますので、事務事業の実態とあわせて、早急に体制を整備すべきではないかなと
いうふうに思います。その点、お伺いをいたします。
消防についてなんですけれども、さまざまな工夫をされたり消防署内での取り組みも積極
的で、この間の地元紙にはプリセプターシップ制度の導入とか、内部でベテランの職員が退
職した後、どうやって住民の安全を守る体制にするかという点で、多くの努力と研究がなさ
れていることは、そのとおりと思います。
ただ、消防力整備計画の中でも専任化を推進することが非常に困難だというふうに述べら
れていましたが、専任化ができないような体制はトータルで消防力を弱めてしまうのではな
いかなというふうに思います。
私は、消防についても特段の配慮が必要ではないかなというふうに思いますので、その点、
改めてお伺いいたします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） １点目の広域化の交付金の関係でございます。
前に新聞紙上にも出た件でありますけれども、改めて県の方を確認させていただいたわけ
でございます。ごみ処理広域化につきましては、交付金の要件ではないということでござい
ますが、県といたしましては、広域化を行わない場合は県の計画と整合性がとれない、いわ
ゆる県南広域化の地域計画との整合性がとれないので、交付金対象とはならないというふう
な県の見解ということでございます。
いずれ、交付金を申請する場合は、県南広域化の地域計画と県の広域化計画との整合性が
確保されなければならないといったような、県の回答ということでございます。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 消防力整備計画の中で専任化はどうしたものかというお話がござい
ました。非常にありがたいお話でございます。
専任化されれば、個人にかかる負担が非常に減りますし、あるいは技術レベルが向上する、
非常にいいことは確かにそのとおりでございます。
現状としましては、職員がいろんな業務、立入検査から救急から火災防御訓練、すべて１
人でこなす。私は職員をスーパーマンだと思っております。寝ないで勤務して次の日も立入
検査、こういう状況が続いております。
できれば私としては専任化を推進したいと思いますけれども、あくまでも人員計画は、消
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防力整備計画、議会で承認された中で運営していくということで、さまざまな努力をやって
きているつもりでございます。
また、冒頭に遠藤議員からお話しあったとおり、ライフラインについては余力が必要だと、
私はそのとおりだと思います。
例えば救急車あるいはポンプ車がすべて出はらうこともございます。だから１隊増やせと
いった場合、救急隊１隊増やした場合に３名必要ですけれども、当番、非番で２倍の６名必
要、さらにそれの 1.5 倍というのは何かといいますと、一般の方の日曜日に当たる休みを付
与するとなると、１隊確保するのに９名増える。
そうすると、非常に経費が増える。そうした場合の費用対効果はどこで落としどころを定
めるか。非常に難しい問題でございます。
ですから、私にできることは、今の職員をいかに効率よく動かすかということを考えてお
ります。
○議長（佐藤修孝君） 髙橋事務局次長。
○事務局次長（髙橋寛寿君） 衛生センターの方の体制につきましての関係でご答弁を申し
上げます。
衛生センターの人員につきましては、管理者からの答弁のとおりでございます。
ではありますけれども、現在の定員管理の適正化計画が承認をされた中での大きな変更と
いうのは、現状ではなかなか難しいものがあろうかというふうに考えているところでござい
ます。
ただ、一方、前段でご質問のございました県南ブロックの、ごみの広域化につきましては、
定員管理適正化計画を策定する際にも話題となってございまして、その時点では、ごみ処理
施設は将来一本化されるという前提で定員管理適正化計画については策定をしている状況で
ございますので、それらの動きが計画策定当時と変更が生ずる場合には、定員管理適正化計
画も見直すことが必要になろうかと考えているところでございます。
○７番（千田美津子君） 定員管理適正化計画については、私自身は別な見解を持っている
んですが議会も承認したところであります。
今、その計画を下回る実態があるということを、私はきちんと対応していくべきだろうと
いうふうに思います。
また、ごみ関係の条件変更については、そのとおりだと思います。
いずれ、財政が厳しい中ではありますけれども、住民の環境を守る、地域の環境を守ると
いう点で大事な部署であります。病気休暇の方もいるわけですので、その辺は十二分に配慮
をしながら体制整備に努めていただきたいなと思います。その点、もう１度伺います。
先ほど広域化計画の県の見解ということを示されて驚いたんですけれども、この確認をさ
れたのはいつの話ですか。それが１つ。
それから、県の広域化計画は、実は平成 11 年に立てられた計画なんですね。確かに、人
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口が減少するので可燃ごみの処理量が減るとか、
長期の平成 29 年度におけるごみの量の推測
に基づいた広域化計画であります。
ですから、放射能問題だけでなくて実態に合わないところも多々ありますので、県がもし
最近そういう見解を出されたというのであれば、
もっとしっかり地域に合った計画の見直し、
変更を求めるべきだというふうに思います。
もし県の見解が最近だとすれば、県南地域の実情を全く無視した見解だと言わなければな
らないと思いますので、
また改めて別な対応策が必要かなというふうに思いました。
その点、
お伺いいたします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。第１点目の、確認はいつかということでご
ざいますが、昨年 12 月に専門部会がございまして、構成市町、それから関係する行政組合の
職員が出た会議でございますが、その際に県の方からこのような回答があったということで
ございます。
それから、地域の実情に合った計画にしなければならないということでございますけれど
も、それは全くそのとおりでございまして、その辺は、今後とも関係市町、あるいは現在報
告書を取りまとめておりますコンサルタント、あるいは県の方ともしっかり協議をしてまい
りたいな、このように思ってございます。
○議長（佐藤修孝君） 髙橋事務局次長。
○事務局次長（髙橋寛寿君） 定員管理関係につきましてご答弁を申し上げます。
ご指摘のとおり計画と実態との差があるのは、そのとおりでございます。
この主な原因として、早期の退職によるギャップが大きいというご答弁を申し上げました
けれども、早期退職による人数の差といいますのは、早く辞めた年数分経過しますと計画に
合ってくる。２年早く辞めますと、２年たつと計画どおりになるという難しさがございまし
て、職員採用とのバランスが、どの時点でどのように考えていくかというところは、単純に
今年だけ足りないので今年だけ採用するというわけにはいかない部分が悩みの種でございま
す。
これらにつきましては、今後さまざまな制度的な変更などもありそうですので、これらを
総合的に検討しながら考えてまいりたいと思っております。
○７番（千田美津子君） 最後に管理者にお伺いしたいんですが、昨年 12 月の広域化計画の
県の見解だということで答弁がありました。
私は、地域でコンサルの基本調査、それからの検討の前に、県がそういう圧力を押しつけ
ているように思えてなりません。
管理者が言われたように、この地域の住民にとってどうあればいいのか、そういう立場で
十分な検討をされて、私は県と違う方向を出すべきだというふうに考えているんですが、県
については、放射能問題での特段の配慮が必要だということで、毅然とした対応が必要では
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ないかというふうに思いますので、その点、お伺いして、終わります。
○議長（佐藤修孝君） 小沢管理者。
○管理者（小沢昌記君） なぜコンサルに一定のお金を払って現状を調査しなければならな
かったかという背景には、明らかに策定当時とは違った状況がありますよということを、客
観的なデータをもとに対応するというか対象となっている市町及び県としっかり協議をする、
その協議材料にしていくための資料であります。
ですから、構成市町とのすり合わせも、まずコンサルからの報告を得て内部で調整をし、
内部の意見統一をし、県とやりとりをしていくということになろうというふうに考えており
ます。
その意味におきましては、策定当時と現状では大きな違いがある、それでも 10 数年前の
計画を引き続き踏襲するのか、していくのは無理があるのではないかという主張はできるの
ではないかなというふうに思っております。
県のどの職につかれる方がお話しされたかどうかはともかくとして、一般的に考えれば、
事務方とすれば、今決められている状況を立ち入って原則論以外のことをお話しできなかっ
たのかなというようなレベルで、今の局長の話を聞きましたけれども、これからしっかりと
した協議の場所が設置され、そこでいろいろな形の課題検討がなされていくというふうに考
えているところでございます。
○７番（千田美津子君） 終わります。
○議長（佐藤修孝君） 11 時 25 分まで休憩いたします。
午前 11 時 15 分 休憩
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
午前 11 時 25 分 再開
○議長（佐藤修孝君） 再開いたします。
一般質問を続けます。
次に、２番阿部加代子議員。
〔２番阿部加代子君登壇〕
○２番（阿部加代子君） 通告に従い、２件についてお伺いをいたします。
１件目、救急活動の現状についてお伺いをいたします。
地域住民の生命、財産を守るため、消防長を中心に日夜研さんを重ね訓練を積み業務に専
念されている消防本部の皆様に、感謝と敬意を表するものであります。
高齢化が進むことにより急病による救急要請が増える傾向にあります。高齢者のみの世帯、
ひとり暮らし世帯が増えています。また、家族と生活をしていても、日中は高齢者のみとい
う世帯が多くなっております。必然的に体調を崩したり急病を発したときに頼れるのは救急
隊の皆様です。
以下の点についてお伺いをいたします。１つ、救急活動の出場件数の 10 年前と現在との
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比較、今後の出場予測についてお伺いいたします。
あわせて職員体制についてお伺いいたします。
１つ、救急活動は時間との闘いです。胆江管内は広く、現場到着時間が 20 分以上かかる
地域があります。居住地において命に差があってはなりません。今後の時間短縮に向けての
対策についてお伺いをいたします。
１つ、待望のドクターヘリの運航が昨年５月から本県においても開始をされました。当地
域での利用状況についてお伺いをいたします。胆沢病院へのヘリポートの整備についてもお
伺いをいたします。
２件目、胆江管内の住宅用火災警報器の普及状況についてお伺いをいたします。
住宅用火災警報器の設置が義務化されて数年が経過をいたしました。罰則規程はありませ
んが、火災から命を守るため正しい設置の普及が必要です。特にも高齢者の逃げ遅れを防止
し、火災で死亡する方がなくなるよう、住宅用火災警報器の普及にさらに取り組むべきと考
えます。
奏功事例を紹介する、設置されていないお宅への訪問活動など、集中的なＰＲ活動の展開
など、設置 100 パーセントを目指し、課題と対応策についてお伺いをいたします。
以上、登壇しての質問とさせていただきます。
○議長（佐藤修孝君） 小沢管理者。
〔管理者小沢昌記君登壇〕
○管理者（小沢昌記君） ２番阿部加代子議員のご質問にお答えをいたします。
最初に、救急出場件数についてでありますが、過去 10 年間の出場件数を見ますと、議員
ご指摘のとおり、消防本部が統合した平成 18 年以降、年々増加しているところであります。
また、管内住民の高齢化率も次第に高まり、高齢者による疾病や家庭内での転倒事故など、
思わぬアクシデントによる救急要請が増加することは十分に考えられるところでございます。
今後の救急要請の予想、救急隊の適切な配備など具体的な対応については、消防長から答
弁をいたさせます。
また、現場到着までの時間につきましては、消防署または消防分署の適正配置を含め非常
に重要なことでありますが、この件についても、現状の対応について消防長から答弁をいた
させます。
ドクターヘリの導入状況でありますけれども、昨年５月８日から運用開始いたしましたド
クターヘリにつきましては、
１月 30 日に胆沢病院で開催された胆江地域県立病院運営協議会
の席上においても、
その受け入れ態勢の構築について説明をしたところでありますし、
また、
私も委員であったことから強くその場で要請をしたところでありますが、胆沢病院への今後
のヘリポートの設置については、しっかりと要望してまいりたいというふうに考えておりま
す。
実際のドクターヘリ要請の救急事案など、現場の状況を消防長から答弁いたさせますので、
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よろしくお願い申し上げます。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 初めに、救急活動の現状についてお答え申し上げます。
平成 18 年の消防本部統合以降、救急車の配置については、水沢、江刺、両消防署に各２
隊、各分署に１隊、計８隊で管内の救急需要に対応しているところでございます。
救急出場件数は、
平成 22 年に 5,000 件を超えてから高止まりの状況が続いておりまして、
平成 23 年度は 5,286 件となっているほか、救急搬送されます高齢者の割合も増加し、救急搬
送人員のうち 65 歳以上の負傷者の割合も、
平成 23 年度は 62.5 パーセントと毎年増加してい
る現況でございます。
近年では、このことに加えまして熱中症の発生や心の病から不安解消のための救急要請な
ど、予測を超えた救急需要が増加の一途にあり、当消防本部の出場件数は、平成 14 年が 3,733
件、その 10 年後の平成 23 年が 5,286 件と、この 10 年間で 41.6 パーセントの増加となって
おります。
この数値は、全国に比較しますと、全国の 30.6 パーセントを上回っております。
また、救急体制につきましては、救急隊の数が限られますことから、万が一救急隊が不足
した場合は、水沢消防署あるいは江刺消防署、さらには直近の分署からの応援出動によりカ
バーしているほか、当該署所の救急車が出はらっていた場合でも、救急現場へ救急隊より早
く到着できます消防隊、
ポンプ車あるいは救助工作車によって出動させて、所要の応急救護、
これは止血とか心肺蘇生法、あるいは酸素の投与等でございますけれども、これを実施する
といった要領を作成し、救命率の向上に工夫をこらしているところでございます。
次のご質問でございます覚知から現場到着までの時間についてでございますが、現場到着
までにかかる時間は消防署の配置位置が非常に大きく影響するものでございます。
旧胆沢地区消防組合では、平成 12 年に当時の人口とか過去の火災、災害発生状況を調査
しまして、現在の配置となったものでございます。
ですので、水沢消防署管内では西部山岳地域を除きまして 20 分を超える地域は多くない
と考えております。
一方、江刺消防署管内では、消防署が１カ所のみでありますから、20 分を超える救急事
案が多く発生しております。
平成 23 年中の救急車の現場到着までの所要時間が 20 分を超える件数は、5,286 件のうち
345 件、これは全体の 6.5 パーセントでございますが、そのうち江刺消防署の件数が 200 件
と他署に比べて非常に突出した数値となっております。
この不均衡を是正すべく平成 28 年度に、仮称ではございますけれども江刺東分遣所を設
置し、救急車及びポンプ車を配備する予定でございます。
その配置場所につきましては、奥州市から設置位置についての検討依頼がございまして、
委員会を立ち上げ、過去の火災発生状況、救急需要の頻度、到着までの所要時間などを客観

- 22 -

的条件から判断しまして、適正候補地を導き出そうとしているところでございます。
また、平成 24 年５月から岩手県ドクターヘリが運航開始され、当消防本部管内に、今年
１月末までに 20 回飛来しております。これは県内で３番目に多い飛来数です。一番が盛岡、
次は宮古、次が当消防本部管内という状況です。
このうち救急車で現場までの時間が 20 分以上を要したと見込まれる案件が８件ございま
した。ですけれども、ドクターヘリを活用したことにより 20 分以内に到着しております。
また、ドクターヘリは動く病院と言われまして、ドクターあるいはナースが同乗しており
ますので、即治療、診療が受けられるということで、救命効果が上がったものと考えており
ます。
今後は、東分遣所とドクターヘリの活用によりまして、さらに救命率の向上に努めてまい
りたいと考えております。
次に、その関連でございますドクターヘリの導入状況についてでございます。
先ほど申し上げたとおり、管内では 20 件ほどの要請を行っております。そのうち胆沢病
院に収容のために水沢高校グラウンドを利用した件数が２件、また一方、胆沢病院から県立
医科大学附属病院へ転院搬送のため利用したのが２件、計４件、水沢高校のグラウンドを利
用しております。
この水沢高校にドクターヘリを離着陸させるためには、事前手続としまして、高校側の使
用承諾を取り付ける必要があります。
そのほか砂埃が上がることを防ぐためにポンプ車によります散水活動や、近隣住民に対す
る広報、今から何分後ころにヘリが来ますので、洗濯物を取り込んでください、窓を閉めて
くださいと、さまざまな広報をします。
それから、ヘリが着陸する際の安全管理員を置く必要がございます。
さらには、医師と傷病者搬送のための救急隊が出動しますので、多くの職員、１案件につ
き最低でも 10 名以上は必要になってくるというものでございます。
砂埃の被害につきましては、昨年の６月に付近の自治会長から、砂埃について何かしら対
策を講じてほしいというような要望がございました。
また、水沢高校グラウンドのほかに前沢分署ヘリポートを使用したこともありますが、そ
の場合、ヘリポートが敷地内にございますので、散水活動や広報活動は必要ないということ
で、胆沢病院から前沢分署までの救急車の移動時間を比較して、より合理的なヘリポートの
選択を行っているのが現状でございます。
さらに、県立大船渡病院が行っているのと同じように、８月 27 日に胆沢病院側へ、土日
限定でございますけれども、駐車場内にヘリポートを設置することについて申し入れを行っ
ております。
さらに、航空法適合の調査を行いまして、病院の敷地内にありますボイラー棟の北側の
30 メートル四方の駐車区画について適合していますよという結果をいただいております。こ
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のことを胆沢病院に伝えているところでございます。
その結果、胆沢病院では、前向きに検討するということの回答を得ているところでござい
ます。
最後のご質問でございますけれども、住警器についてお答え申し上げます。
住宅用火災警報器、これを略して住警器と申し上げますけれども、これについては、現在、
住民の理解を得まして、ようやく 83 パーセントまでこぎつけたところでございます。
これは、全国では平成 23 年度に義務化したのに対しまして、私どもの方は３年前倒しし
ております。平成 20 年度から実施した、その成果があらわれているかなと考えております。
一方、全国のある地域では 100 パーセント達成しているところもございます。これは世帯
数も少ない村がほとんどでございます。行政で全戸配付などの施策をとったということで、
特異なケースかなと考えております。
今後 100 パーセントに向けまして、まず 83 パーセントから 90 パーセントに上げようと、
さまざまな取り組みを考えております。
そのためには、今年度、金ケ崎町ですけれども、分署の職員が全戸調査を、みずから歩い
て実施しております。そのいいところが、顔の見えるＰＲとか設置の意義を直接訴えること
ができたということで、町民の理解を得る効果があったということが確認されておりますの
で、この方法によりまして、金ケ崎町以外についても同様の対応を行いたいと思っておりま
す。
そのほかにつきましては、アンケート調査も実施しております。アンケート調査も、アン
ケートによって設置効果の理解が示されて設置したということもありまして、引き続き実施
を考えております。
また、設置率の高い全国の地域の普及方法などについても、全国的な視野で情報を収集し
ていきたいなと考えております。
またさらに、功を奏した事例につきましては、これまでも広報とか奥州ＦＭで何回も周知
しておりますけれども、継続していきたいと考えております。
いずれ、義務としても努力規定でございますので、罰則がないということが非常に難しい
わけですけれども、避難訓練とか救命講習が年間何百回もございますので、その都度理解を
求めたいな、義務ではなく自分の命を守るんだという理解をいただきたいなと考えていると
ころでございます。
○２番（阿部加代子君） 再質問させていただきます。
まず、救急活動の出場件数についてですけれども、5,000 件のところで高止まりというこ
とでございまして、ご答弁の中に、救急車が全部出はらった場合には消防隊の方で応援をし
ていただいているケースもあるということでございます。
ますます高齢化になってまいりますと、出場の要請が多くなってくるというふうに思いま
す。
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人を配置するのが大変難しい状況にあるのかなというふうに思われますので、この辺の人
員体制につきましては、手厚く対応をすべきだというふうに思われます。この点についてお
伺いをしたいと思います。
それから、救急活動の現場到着までの時間でございますけれども、20 分以上かかる地域
ということで、ご答弁の中にもありましたように江刺が 200 件近くあるということでござい
ます。
ご答弁では、平成 28 年に江刺東分遣所を設置していただくということになりましたけれ
ども、この計画は計画といたしまして、なるべく早く設置に向けて対応していただけないの
か、お伺いをしたいと思います。
それから、ドクターヘリの関係でございますが、せっかく胆沢病院に患者を連れて行かれ
ても、水沢高校のグラウンドでは、先ほどご説明いただきましたように大変な労力がかかる
ということで、人も 10 名ぐらい必要になってくるということでございます。
お伺いしたところによりますと､前沢で小学生が交通事故に遭った、その方が胆沢病院に
搬送されたようでございますが、結局ドクターヘリを要請するために、また前沢分署に戻っ
てドクターヘリに乗せられたという事例もあるように伺っております。
中核病院として胆沢病院があるわけでございますので、しかも今お伺いいたしますと、こ
の管内ではドクターヘリの要請が県内でも３番目に多いということでございますので、ぜひ
胆沢病院にドクターヘリのヘリポートを設置していただくように管理者の方からも要請をし
ていただいたということでございますけれども、設置場所につきましては、さまざま可能な
場所があるということでもございますので、ぜひ早急に対応していただけるように、さらに
要請をしていただきたいというふうに思いますが、その点についてもう１度お伺いをいたし
ます。
２件目の住宅用火災警報器の普及についてでございますが、消防署の中で金ケ崎の方で全
戸調査をしていただいたようでございます。そういう取り組みも大変すばらしいと思います
し、アンケート調査もしていただいておりますけれども、とにかく何のために警報器をつけ
なければならないのかというところで、まだまだ周知が足りないところがあるようでござい
ます。
本来は寝室とか階段のおどり場に設置をしなければならないですけれども、台所に１つつ
けましたということを言われる方がいらっしゃる。
正しい場所への設置ということで、もう一歩、周知の方法を。たくさん奏功事例のアピー
ルもしていただいているようではございますけれども、まだまだ足りないのかなというふう
に思います。
消防団、また婦人消防協力会の方でも周知活動に努めているところではございますが、地
域住民の方々に丁寧な説明がまだまだ必要かなというふうに思われます。
地域とのつながり、もう少し個別に地域を分けて取り組むことも必要かというふうに思わ
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れますので、もう１度、その点についてお伺いをしたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 再質問に対してお答え申し上げます。
高齢化の傷病者の増加ということもございましたけれども、冒頭の質問で遠藤議員がおっ
しゃられました去年６月では、
奥州市に限っては３割を超えた高齢化現象があらわれている。
５年後には 34 パーセントになるだろうと。そうすれば、当然救急は増加するであろうと私も
考えております。
さらには在宅医療の患者が増える、そうすれば、当然何かしらトラブルがあれば救急車が
呼ばれる、そういう現象は起こるかなと思っております。
奥州市では、今 60 から 65 歳の人口が１万人を超えて一番多い、その方が、80 年生きる
かどうかわかりませんけれども、
その頃になれば落ちつくのかなと考えておりますけれども、
いずれ、今の現状に対して対策をとらなくてはいけないと、私も思っております。
人的体制ですけれども、これはなかなか難しい問題で私から申し上げられませんけれども、
いずれ工夫しながらやるしかない、効率を考えるということしか申し上げられません。
江刺の分遣所を早目に設置してほしいという住民の方の要望は聞いております。
私どもの方は、あくまでも基本となるのが消防力整備計画がございまして、その中では、
施策がほかにもございます。それを順序を入れ替えるとかはできないこともないだろうが、
ある程度のルールにのっとった整備の仕方を、私なりに考えております。
そのために現在やっているのが、最適地はどこなのかということを、さまざまな角度から
検証する、あるいは実踏する、車で歩いて、本当にこの距離でカバーできるのか、そういっ
たことを行っているところでございます。
最後の住警器のご質問でございますけれども、住民の理解というのは、我々の指導もまず
かったと反省すべきところもございます。確かに法律で義務になった、でも本当は義務では
ないよ、自分の命を守っていただきたいのだという説明が足りなかったのかなと反省はして
おります。
その辺、今後職員にも周知して、適切な周知ＰＲ方法を検討をしてまいりたい。
さらには台所に設置して、これは非常にいいことなんですけれども、最も法律のねらって
いるのが、寝室で夜間に死者が発生するということですので、基準どおりの設置を呼びかけ
てまいりたいと思います。
それから、ドクターヘリの関係がございました。前沢で患者が発生して、胆沢病院まで救
急車で来た、胆沢病院から医大に搬送するのに、また前沢分署に行ったという。
その理由ですけれども、１つは、水沢高校のグラウンドも使えます、ただし、その場合、
水を撒く、広報する、そうしている時間と前沢分署に行った方がいいか、前沢まで 10 分あれ
ば十分行けます。散水のために消防車が出て、ホースを延ばして、計算しますと 30 分はかか
るだろう、そういう判断で運用しております。

- 26 -

胆沢病院の申し入れにつきましては、救急関係、保健、医療関係の会議がございますけれ
ども、その席上で私どもは努めて申し入れを行っていきたい。これは、管理者はじめ私たち
も一丸となって進めていきたいと思っております。
○２番（阿部加代子君） 管理者にお伺いをいたします。
救急隊の人員でございますけれども、消防長からご答弁いただきましたが、管理者の方で
何らかの人員増を図っていただきたいというふうに思います。
それから、江刺東分遣所ですけれども、計画は計画として、しかし、現状は大変厳しい状
況にあります。20 分以上かかる地域の半分以上が江刺ということでございますので、そうい
う実態も踏まえて。
命にかかわってまいります。確かに財政の部分とか計画はそのとおりかもしれませんけれ
ども、江刺に関しましては、とにかく早く対応をしなければならないというふうに思われま
すので、その点、管理者にお伺いをしたいと思います。
ドクターヘリのヘリポートでございますが、やはり水沢高校のグラウンドではまずいとい
うか、時間がかかる、人員もかかるということでございますので、早急に胆沢病院に設置を
していただける方向で。
駐車場のところでも確保できるということでもございますので、ぜひ対応をお願いしたい
というふうに思いますが、管理者のご意見をお伺いして、終わりにしたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 小沢管理者。
○管理者（小沢昌記君） １件目と２件目は重複する内容でございます。
救急隊の数を１隊増やすと、１隊９名というチーム編成になるわけであります。これは大
きな人員増ということであります。経費と命というもので費用対効果ということではないだ
ろうということは、私も考えているところでございます。
平成 28 年になろうと思うんですけれども、４消防本部の統合による合理化によって、救
急隊の人数も若干余裕が出るということもあります。
また、一方で、東分遣所を設置した場合の数をどういうふうにしていくかということで、
さまざまな部分を勘案しながら、現実には現場に出ている隊員の方々にご苦労をおかけして
いるところがありますけれども、
そのまま、
辛いままでずっと維持しろということではなく、
どういうふうな形が最もいいのかというあたりについても十分に検討しながら、住民の皆様
の合意の得られる中で対応していかなければというのが１つ。
それから、これは非常に難しい話なんですけれども、胆江地区ではそんなにないというふ
うには認識しておりますけれども、タクシー代わりの救急車の呼び出し、要請については、
同時期に本当に困っている方々に出場できないということもありますので、限られた資源を
より有効に使うために、住民皆さんのご協力も得ていく必要もあるのかな。
これは総合的に勘案してまいりたいということであります。
過日開かれました胆沢病院での地域医療の話の中では、県からは医療局長が来ておられて、
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かなり突っ込んでヘリポートの話をしたら、最後に終わってから、ヘリポートの設置は医療
局じゃないんですよねという話をされました。がっかりしたんですけれども。
そんなことも含めて、これは地元の県議会議員も含めて大きなうねりにしながら対応して
いきたい。
私とすれば、少々経費がかかっても、しっかりとしたヘリポートを設置すべきではないか。
要するに駐車場を利用した場合に、駐車スペースが減るということなんです。ですから、２
階建てにするというような形等をとれば、一定の部分は確保できるのではないか。
そういうふうなことも含めて、より具体的な提案をしながら。
くどい話でありますけれども、もちろん議員はおわかりでありましょうけれども、病院内
にあるストレッチャーで運ぶとすれば、もしそれが雨に当たらないようなトンネルというか
シェルターでも作れば、そのままで出入りできるという状況になれば、救命率は格段に向上
するというのは、だれが見てもわかる話であります。
そういうふうな状況を、医師不足の折からも、違う搬送力をアップするということで強化
していくということは大切であるという観点においても、しっかり要望してまいりたいとい
うふうに考えているところでございます。
○議長（佐藤修孝君） 一般質問を終結いたします。
午後１時まで休憩いたします。
午前 11 時 58 分 休憩
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
午後 １時

再開

○議長（佐藤修孝君） 再開いたします。
後藤副管理者から、所用につき退席する旨、報告を受けております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第７、報告第１号、議会の議決を経た工事請負契約の変更に係
る専決処分の報告を行います。
提出者の説明を求めます。小沢管理者。
○管理者（小沢昌記君） 報告第１号、議会の議決を経た工事請負契約の変更に係る専決処
分の報告についてを事務局より報告いたさせますので、ご了承を願います。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 報告第１号、議会の議決を経た工事請負契約の変更に係る専決
処分の報告についてをご説明申し上げます。
平成 24 年５月 15 日に議会の議決を経た水沢消防署胆沢分署庁舎移転新築工事におきまし
て、契約締結後、実施精査等により、車庫屋上全体を訓練に使用するための手すり等の変更、
浄化槽保護のためのガードポールの追加、メッシュフェンスの追加などに伴い、工事費の増
額が生じました。

- 28 -

このことにより、当初契約額から 456 万 150 円を増額し、変更後の請負金額を１億 6,521
万 150 円とする必要が生じたことから、
平成 24 年 11 月 22 日付で地方自治法第 180 条第１項
の規定に基づき変更契約の締結に係る専決処分をしましたので、同条第２項の規定によりご
報告申し上げるものでございます。
○議長（佐藤修孝君） ただいまの報告に対し質問ありませんか。
２番阿部加代子議員。
○２番（阿部加代子君） 今回 456 万円ほどの変更があったわけでございますけれども、今、
口頭で車庫のこととか手すりのこととか、ご説明いただいたんですが、できれば変更になっ
たものと金額等の明細、詳細を文書でいただくことは可能なのか、お伺いをいたします。
今後、専決で議決をしたもので請負契約の変更があった場合、どういうものが変更になっ
たのか追加になったのかということを、口頭ではなく文書でいただけるかどうか、お伺いを
したいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。前回の全員協議会の際に資料としてお渡し
いたしました No.１の、胆沢分署庁舎移転新築工事の契約状況という資料をお渡ししており
ますが、これでは不足でしょうか。
○議長（佐藤修孝君） 全員協議会で配られた資料で、説明はしていない資料です。
暫時休憩いたします。
午後１時４分 休憩
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
午後１時５分 再開
○議長（佐藤修孝君） 再開いたします。
ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 質問なしと認めます。
以上をもって報告第１号を終わります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第８、議案第１号、奥州金ケ崎行政事務組合布設工事監督者を
配置する水道の布設工事及び布設工事監督者等の資格を定める条例の制定についてを議題と
いたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。小沢管理者。
○管理者（小沢昌記君） 議案第１号、奥州金ケ崎行政事務組合布設工事監督者を配置する
水道の布設工事及び布設工事監督者等の資格を定める条例の制定について事務局長からご説
明申し上げますので、ご了承願いたいと思います。
また、以下、議案第２号から議案第９号までにつきましても、同様に事務局長からご説明
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申し上げますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 議案第１号、奥州金ケ崎行政事務組合布設工事監督者を配置す
る水道の布設工事及び布設工事監督者等の資格を定める条例の制定についてをご説明申し上
げます。
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律による水道法の一部改正に伴い、布設工事監督者を配置する水道の布設工
事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定めようとするものであります。
条例の主な内容ですが、第１条は趣旨について、第２条は布設工事監督者を配置する水道
の布設工事について、第３条は布設工事監督者の資格について、第４条は水道技術管理者の
資格について規定しております。
なお、この条例の施行期日につきましては、平成 25 年４月１日とするものであります。
何とぞ原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。
○議長（佐藤修孝君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。
11 番及川善男議員。
○11 番（及川善男君） 今回の条例改正は法改正に基づくものだということですので、当組
合が勝手にやるものではないと思いますが、この内容を見てみますと、施工業者がこれで縛
られるものなのかどうか、その点、お伺いします。
その場合に、当地域内の施工業者で、このような資格要件が求められた場合に十分対応で
きる状況になっているのかどうか、お伺いいたします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。施工業者が縛られるものかということでご
ざいますが、これは組合内部の職員の規定でございます。したがいまして、施工業者がこの
ような資格基準等に縛られるということはございませんので、ご了承いただきたいと思いま
す。
○11 番（及川善男君） わかりました。内部の管理体制の問題だということですが、この場
合、当組合にはこのような資格要件を十分満たせるという条件になっているのかどうか。
次の条例改正も同じような内容だと思いますので、その辺、お伺いします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。ただいまお話にございました資格要件を満
たしている職員がいるのかということでございますが、うちの職員に資格要件を満たしてい
る職員がおります。
布設工事監督者といたしまして２名、水道技術管理者として１名任命してございます。
○議長（佐藤修孝君） ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（佐藤修孝君） 質疑を終結いたします。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 討論なしと認めます。
これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） ご異議なしと認めます。よって議案第１号は、原案のとおり可決さ
れました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第９、議案第２号、奥州金ケ崎行政事務組合一般廃棄物処理施
設設置条例の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 議案第２号、奥州金ケ崎行政事務組合一般廃棄物処理施設設置
条例の一部改正についてをご説明申し上げます。
今回の改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、当組合が
設置する一般廃棄物処理施設に配置する技術管理者の資格について定めようとするものであ
ります。
改正の主な内容は、技術管理者の資格を新たに追加するものであり、環境省令に定められ
ている資格を準用し、
(1)から(11)までの資格を当組合の技術管理者の資格とするものであり
ます。
なお、この条例の施行期日につきましては、平成 25 年４月１日とするものであります。
何とぞ原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。
○議長（佐藤修孝君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 討論なしと認めます。
これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） ご異議なしと認めます。よって議案第２号は、原案のとおり可決さ
れました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第 10、議案第３号、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部及び消防
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署設置条例の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 議案第３号、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部及び消防署設置
条例の一部改正についてをご説明申し上げます。
今回の改正は、水沢消防署胆沢分署が移転新築されることに伴い、同分署の位置を奥州市
胆沢区南都田字石行 30 番地５から同区小山字小十文字 39 番地２に変更しようとするもので
あります。
この条例の施行期日は公布の日とするものであります。何とぞ原案のとおりご議決賜りま
すようお願い申し上げまして、説明を終わります。
○議長（佐藤修孝君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 質疑なしと認めます。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 討論なしと認めます。
これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） ご異議なしと認めます。よって議案第３号は、原案のとおり可決さ
れました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第 11、議案第４号、奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水
供給事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 議案第４号、奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事
業の設置等に関する条例の一部改正についてをご説明申し上げます。
この条例は、関係市町との協議により平成 25 年３月１日をもって水道用水供給対象区域
外であった奥州市衣川区を新たに供給対象とするものであります。
なお、関係市町の平成 24 年 12 月議会において組合の共同処理する事務のうち、胆江広域
水道用水供給事業の経営に関することの奥州金ケ崎行政事務組合規約の一部変更協議の議決
をいただいているものであります。
この条例の施行期日は、平成 25 年３月１日とするものであります。何とぞ原案のとおり
ご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。
○議長（佐藤修孝君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。
２番阿部加代子議員。
○２番（阿部加代子君） 以前に議決されているところではありますけれども、改めて衣川
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区を新たに供給対象とする経過と効果につきましてご答弁いただきたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。経過と効果というお話でございます。
経過でございますが、衣川区につきましては、昭和 63 年の胆江広域水道企業団の設立時に
おきまして、水道供給事業には参画しておりませんでした。それから、平成 18 年の奥州市合
併発足時においても、衣川区は水道用水供給事業の供給区域の対象外となっていたところで
ございます。
その後、衣川区の水道施設が、平成 20 年の岩手・宮城内陸地震で甚大な被害を被りまし
て、断水するなどの被害がございました。
奥州市といたしましても、水道ライフラインとしての水道施設だけでは不十分であり、衣
川区への給水は必要であるというふうに判断したところでございます。
それを受けまして、今回このように衣川区の編入ということで進めてきたわけでございま
す。
効果といたしましては、衣川区が供給区域に編入することによりまして、水道用水の安定
的な供給が行われる、これによりまして胆江地区全域が胆沢ダムからの安定的な水の供給を
受けることができるということが言えるかと思います。
○議長（佐藤修孝君） 質疑を終結いたします。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 討論なしと認めます。
これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） ご異議なしと認めます。よって議案第４号は、原案のとおり可決さ
れました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第 12、議案第５号、水沢消防署胆沢分署庁舎移転新築（建築）
工事の変更契約の締結に関し議決を求めることについてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 議案第５号、水沢消防署胆沢分署庁舎移転新築（建築）工事の
変更契約の締結に関し議決を求めることについてをご説明申し上げます。
この変更は、平成 24 年５月 15 日に議会の議決を経た水沢消防署胆沢分署庁舎移転新築工
事におきまして、先ほど報告第１号によりご報告申し上げました１回目の工事費の増額等に
係る変更契約締結後に、胆沢分署の周辺環境から、管内または近隣市町村において大規模災
害が発生した場合に、緊急消防援助隊等の集結場所または進出拠点とすること、及び大規模
な各種訓練会場として活用することとして、奥州市及び金ケ崎町のご理解をいただき、敷地
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北側の未舗装部分を舗装整備するため 2,888 平方メートルの舗装工事を追加したことに伴い、
工事費の増額の必要が生じ、現契約額から 1,075 万 6,200 円を増額し、請負代金額を１億
7,596 万 6,350 円とする変更契約を締結しようとするものであります。
何とぞ原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。
○議長（佐藤修孝君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。
２番阿部加代子議員。
○２番（阿部加代子君） 先ほど専決があったわけでございますけれども、その専決が昨年
の 11 月 22 日、今回変更されようとするのが１月 11 日ということでございます。
専決処分された内容も、先ほど資料をいただいていたわけでございますけれども、２カ月
ほどの間でございますので、専決処分をするのではなく、まとめて議決ということにはなら
なかったのか、その辺の経緯についてお伺いをしたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 髙橋事務局次長。
○事務局次長（髙橋寛寿君） 契約関係につきましては企画総務課ということでございます
ので、私の方からご答弁させていただきます。
胆沢分署の契約は、ご指摘のとおり 11 月と１月というふうになりますが、11 月の段階で
はフェンス、外構舗装、いわゆるセットとして変更して発注をしたものでございますが、そ
の時点では今回舗装を増やす部分についての工事の計画はございませんでした。
その後、先ほどご提案申し上げた理由で、隣接する土地についても舗装工事をすることが
将来の消防力のために必要だということになりまして、今回承認をお願いするものでござい
ます。
その必要が生じた時期が同一ではなかったということから、このように分けてお願いをし
ているところでございます。
○２番（阿部加代子君） ただいまご説明いただいたところではございますけれども、もう
少ししっかりと協議をいただくといいますか、変更につきましても予想しながらできなかっ
たものなのかなというふうに思いますけれども、その点、お伺いをしたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 髙橋事務局次長。
○事務局次長（髙橋寛寿君） 工事の契約に至る経過につきましては先ほどお話ししたとお
りでございますが、実務的な増工事の必要性などにつきましては、消防本部の方からご答弁
を申し上げます。
○議長（佐藤修孝君） 菊地消防次長。
○消防次長（菊地貞好君） ただいまのことにつきましてお答えいたします。
第１回目の専決処分の報告の変更工事がありました。その変更の後に、入札の結果とかを
見ましても、ほかの分署の経費とか比較しまして、胆沢分署予定地のヘリポートから北の敷
地内の舗装は予定には入っておりませんでしたが、先ほど言いました大規模災害の際の緊急
消防援助隊の進出拠点などの場所になり得る環境を持っています。なぜかといいますと、隣
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に胆沢高校の広大な敷地もございます。それらを活用して、集結とか進出場所、あるいは管
内の消防職員、消防団員も大規模な訓練を行うことができます。
そのような状況から、奥州市、金ケ崎町に予算の許す範囲で舗装をしていただけないかと
いうお願いをしまして、
ご理解をいただいた上、
このような変更になったものでございます。
○議長（佐藤修孝君） ９番新田久治議員。
○９番（新田久治君） 関連としてお伺いをいたします。
今、２番議員からの質問にお答えをいただいて、それで私も了解するところであります。
ただ、大事な大きな施設を建てるという段階にあって、将来この施設にどういう効果をも
たらすのか、いろんな角度から検討して、よりよいものをつくる、よりよい整備をする、こ
れが原則だというふうに思います。できたあんばいを見ながら工事をしていくというやり方
は本来でないというふうに思います。
これから分遣所の建設の予定もあるわけでございますけれども、こうした大事な施設は総
合的にどうあればいいかということをよくよく検討していただいて、途中でいろんな小さな
変更はあることなんですけれども、予算のこともあったと思いますけれども、舗装するしな
いというのは大きな考え方で。
ぜひ今後においては、もっと精査して、いい形でそれぞれの施設が完成されるようなご努
力をいただきたいというふうに、改めて思ったところでございます。これに対してのコメン
トをいただきます。
○議長（佐藤修孝君） 菊地消防次長。
○消防次長（菊地貞好君） ただいまの件ですが、見込みが甘かったと言われれば、そうか
もしれませんし、
十分精査した上で設計施工というふうにあるべきものだと思っております。
今後の江刺の東分遣所の建設の際にも、そのようなことを頭に入れながら進めたいと思っ
ております。
○議長（佐藤修孝君） ３番三宅正克議員。
○３番（三宅正克君） 関連して私からも１つ質問したいと思います。
当初、北側の分は未舗装ということで、これでしようがないのかなというふうに私も見て
おりましたが、いざ舗装する、そしてなおかつ有事の際の緊急消防援助隊を、ここに集結さ
せることもあり得るということになれば、この図面から見ると全くうなぎの寝床みたいな敷
地になっているわけでございまして、入り口が分署の正面１カ所からだけでは、何かあった
場合には非常に使い勝手が悪いのじゃないかなと思って、私は見ました。
こういう図面であれば、むしろ北西側の所にも、もう１カ所入り口をつくるべきではなか
ったのかというふうに思うわけですが、この辺について伺いたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 菊地消防次長。
○消防次長（菊地貞好君） ただいま入り口について、もう１カ所北側というお話がありま
した。
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地形的に北側に行けば行くほど下がっておりまして、通称広岡線の道路に行きますと、1.5
メートルから２メートルぐらいの落差がございます。
北側を入り口にしますと、敷地が死んでしまうというか、デッドスペースができるという
状況で、南側の端に１カ所つくるということになりました。
組合で直接使用できる場所ではないんですが、お願いして借りることはできることから、
胆沢高校のグラウンドの広岡線側の西側に車両が出入りできるスペースがございます。いざ
という時には、そこを活用したいものだと思っております。
○３番（三宅正克君） ありがとうございます。こういう長い敷地の場合１カ所だけでは何
らかの際には使い勝手が悪いというふうに思います。
ぜひともその辺もあわせてご検討いただいて、有効に使えるような形で進めていただけれ
ばと思います。
○議長（佐藤修孝君） 11 番及川善男議員。
○11 番（及川善男君） 今回の補正で、契約変更、専決処分も合わせますと、当初に比べま
すと約１割に近い契約変更ですね。
専決の部分については、たしか１回目の入札で不調に終わって、施工内容をフェンスを外
して２回目の入札で決まったという経過があるから、やむを得ないにしても、先ほど来お話
しありますように、私は、このような舗装等について、こういう形で契約変更をやっていく
ことは好ましいことではないというふうに思います。
その点で、十分検討されて、このような契約変更でやられたと思うんですが、これを分離
して単独で発注した場合と、いわゆる契約変更で組み込んだ場合、どのように試算をされた
のか、その点、お伺いをしたいと思います。
それから、先ほど来お話しありますように、今後このような施設をつくる場合に、担当と
いいますか原課の方では必要だと思っても、多分財政事情等から削られていくケースが多い
と思うんですが、私は、必要なものは当初からきちっと盛るように、特に構成市町のそれぞ
れの責任ある立場の方々は十分その辺を考慮して対応すべきだと考えますので、その点につ
いてもお伺いをします。
○議長（佐藤修孝君） 小沢管理者。
○管理者（小沢昌記君） 11 番議員のお見込みのとおりでございます。単独市にあっても広
域組合にあっても地方自治体という意味では同じでありますけれども、どちらかというと、
組合行政というのは財政計画その他の計画を重視して、余り大きな変化がないという形の中
で安定的な行政運営を進めていこうというところに力点が置かれている。
それはなぜかといえば、例えば私どもの組合で言えば、生活に関連するもの、それから消
防に関連するもの、命に関連するもの、それから水ということでございまして、それは大き
な変更でがらがら変わるということではなく、立てられた計画をしっかりと守っていくとい
う方向に動きがちであります。
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よって、そういう意味におきましては、これまで分署の建設についても、議員ご案内のと
おり、衣川であるとか前沢であるとか金ケ崎町であるとかということで、計画的におおよそ
の上限を決めながら一つ一つ、その範囲の中で建設をしていく。
分遣所を除けば、これが整備計画の最後でありまして、その中からすると、財政規律を破
ることなく、きちっとした形でつくり上げようというところに重点を置かざるを得なかった
ということでございます。
消防関係の議員もおられるわけであります。できれば当初より広く、よりよくという部分
はありましたが、
結果的に入札でかなり落ちたというのが大きな原因ではありますけれども、
財政計画にない範囲、当初からこれを入れてしまうと、もしかすると設計段階あるいは入札
の段階以前に、
当初の計画をはみ出してしまうということもあり得るのかなというところも、
いささか問題としては出たわけでございました。
そういう中で、９番議員からもご指摘いただきましたが、大切なものであれば理解はする
のだから、
きっちりそのような形で考えるべきだ、
これは 11 番議員からも言われております。
このことについては、いささか原理主義的な発想に陥っていた部分は否定できないわけで
ございますので、もう少し柔軟な形で組合として協議し両市町に働きかけをしていくという
ことについては、今後しっかりと対応していかなければならない重要な課題であるというふ
うに改めて認識いたしましたので、そのように心がけてまいりたいと思います。
以下の質問につきましては、担当の方からご答弁を申し上げます。
○議長（佐藤修孝君） 菊地消防次長。
○消防次長（菊地貞好君） 先ほど及川議員から契約に当たっての比較につきましてご質問
ですので、その件についてお答えいたします。
消防本部といたしましては、余り好ましいことではないのでしょうけれども、残りの部分
の舗装をお願いして了解をいただきました。
その時点で、これは土木工事の単独発注になるのかなということで考えておりましたが、
土木工事と建築工事の追加発注ということで比較しまして、大体 450 万円ほど建築変更の方
が安く上がるという結論になりまして、それで建築工事の変更ということになったわけでご
ざいます。
○議長（佐藤修孝君） 質疑を終結いたします。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 討論なしと認めます。
これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） ご異議なしと認めます。よって議案第５号は、原案のとおり可決さ
れました。
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〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第 13、議案第６号、平成 24 年度奥州金ケ崎行政事務組合一般
会計補正予算（第２号）を議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 議案第６号、平成 24 年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計補正
予算（第２号）をご説明申し上げます。
今回の補正予算は、歳入においては決算見込みによる分担金の減額、施設利用者等の増加
による使用料及び手数料の増額、事業区分変更による組合債の増額、歳出においては、入札
減等による需用費、備品購入費の減額、消防救急デジタル無線実施設計業務委託の見込額の
減による負担金の減額等について所要の措置をするものであり、歳入歳出予算の総額から歳
入歳出それぞれ１億 820 万 7,000 円を減額し、
補正後の予算総額を 32 億 444 万 7,000 円とす
るものであります。
別冊の補正予算書の４ページをお開き願います。第２表、債務負担行為補正であります。
債務負担行為補正につきましては、導入から９年目を迎える財務会計システムのサーバー等
機器更新のため、財務会計システム機器整備事業を追加し、期間及び限度額を設定するもの
であります。
次に、第３表地方債補正であります。地方債の補正につきましては、消防施設整備事業に
おける高規格救急自動車の入札減、起債事業の区分変更による増額等により、その限度額を
変更するものであります。
それでは、補正予算の概要につきまして、歳入歳出事項別明細書によりご説明申し上げま
す。
８ページ、９ページをお開き願います。歳入についてでありますが、１款分担金及び負担
金、１項分担金は１億 2,418 万 5,000 円の減額であります。
２款使用料及び手数料、１項使用料は 186 万 9,000 円の増額であります。インフルエンザ
の流行による休日診療所の診療件数、胆江地区広域火葬場の使用件数及び胆江地区広域交流
センターの利用者数の増によるものであります。
２項手数料は 455 万 2,000 円の増額であります。可燃・不燃ごみの搬入量の増、し尿の搬
入量の減、危険物施設設置許可等の申請件数の増及び罹災証明等交付件数の増によるもので
あります。
10 ページ、11 ページをお開き願います。３款財産収入、２項財産売払収入は、鉄屑価格
の上昇による鉄屑売払収入 196 万 7,000 円の増額であります。
６款諸収入、２項雑入は 329 万円の増額であります。大槌町の災害廃棄物搬入業者の休業
日の関係による受入処理料 76 万 9,000 円の減額、
及び消防ポンプ自動車損傷による全国市有
物件損害共済金 386 万 2,000 円の追加が主な内容であります。
７款組合債、１項組合債は、高規格救急自動車の入札減等による消防施設整備事業債の減
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額、事業区分変更による消防基盤整備事業債の減額、及び緊急防災・減債事業債の追加によ
り 430 万円を増額するものであります。
12 ページ、13 ページをお開き願います。次に、歳出についてでありますが、２款総務費、
１項総務管理費は 14 万 1,000 円を増額するものであります。
３款民生費、１項社会福祉費は、介護保険法改正に伴う介護認定支援ネットワークシステ
ムの一部改修による委託料 126 万円の増額が主な内容で、117 万 2,000 円を増額するもので
あります。
４款衛生費、１項保健衛生費は、診療所費におけるインフルエンザ対応に係る診療体制拡
充による臨時的任用職員の賃金 15 万 6,000 円及び休日診療所運営負担金 39 万 4,000 円の増
額、火葬場管理費における燃料高騰等による燃料費 265 万 5,000 円の増額、広域交流センタ
ー費における修繕料 91 万 7,000 円の増額が主な内容で、376 万 9,000 円を増額するものであ
ります。
14 ページ、15 ページをお開き願います。２項清掃費は 1,400 万 1,000 円の減額でありま
す。入札減による消耗品費及び委託料の減額のほか、可燃ごみ処理費における、ごみ処理施
設維持補修工事の追加、し尿処理費における槽内清掃業務に係る清掃回数の増による委託料
の増額、最終処分場費における浸出水処理施設の管理業務委託実施見送りによる委託料の減
額が主な内容であります。
16 ページ、17 ページをお開き願います。５款消防費、１項総務管理費は、職員の異動等
による給料及び手当の増額、料金引き下げによる通信運搬費の減額等 102 万 5,000 円を減額
するものであります。
18 ページ、19 ページをお開き願います。２項消防費は、職員の異動等による給料及び手
当の減額、入札減による胆沢分署庁舎施工監理業務委託料、及び高規格救急自動車購入費の
減額、消防救急無線デジタル化実施設計負担金の減額が主な内容で、1,807 万 7,000 円を減
額するものであります。
６款公債費、１項公債費は 11 万 5,000 円の減額であります。
７款予備費、１項予備費につきましては、翌年度の繰越金相当額等を除きまして 8,007 万
1,000 円を減額するものであります。
以上の内容でございますが、何とぞ原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げまし
て、説明を終わります。
○議長（佐藤修孝君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。
７番千田美津子議員。
○７番（千田美津子君） 歳入で１件、歳出で１件お伺いいたします。
９ページのごみ処理手数料が 400 万円ほどの増額です。これは、ごみ減量化とは逆行する
状況ということで手数料が増になっているわけですが、昨年に比べてどのようなごみの搬入
状況になっているか、何か分析しておられれば、その辺、お伺いをいたします。
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それから、歳出、消防費で 19 ページに消防ポンプ自動車の損傷による修繕料ということ
で 386 万 2,000 円が計上されておりますが、これの理由、どのような損傷だったのか、お伺
いいたします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） １点目の、ごみ搬入量の搬入状況についてご回答申し上げます。
現在、平成 23 年度に比較いたしまして２パーセント弱ほどの搬入量の増ということでご
ざいます。
この理由といたしましては、構成市町の生活環境担当の方ともいろいろ話などをお聞きし
たわけでございますけれども、まず１点目として、沿岸部の被災地の業者の方々が、いわゆ
るホテル、旅館とか、あるいはアパート、内陸部のこちらの方に仮住まいをして沿岸部の方
で業務に当たっているといったようなことから、ごみの量が増えているのではないかといっ
たような点が１つ。
それから、現在、野焼きの禁止ということになっているわけでありますが、どうしても庭
の雑草とか、あるいは枝木類、それらが一般家庭用のごみ袋に入っているとか、あるいは強
風等によりまして一時草木類の搬入が非常に多くなったという点もございますし、紙おむつ
等の介護用品が目立つといったようなお話も頂戴しております。
そういったようなものが複合作用といいますか、そういったようなことで、現在、昨年比
２パーセント弱増えているといったような状況でございます。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 修理費の関係でございますけれども、これは江刺に平成 19 年度に配
備になりましたポンプ車の事故でございます。
事故内容は、平成 24 年 10 月 13 日、江刺区内で発生しました火災におきまして車両が壊
れたという中味でございます。
その車両は特徴的なところがございまして、通常キャフス、ＣＡＦＳと言いますが、コン
プレストエアフォームシステムと言いまして、特殊な泡を作るためのコンプレッサーを持っ
ていて、泡で消火効率をよくするというものです。
効果としましては、少量の水でも消火が可能である、あるいは残火処理で水損防止にもつ
ながるという車両でございます。
破損の原因ですけれども、タンクには 600 リットルしか水が積載できない車両でございま
す。すぐ水がなくなったということで、消防団から送水を受けました。その際、タンクがＦ
ＲＰの仕様でございまして非常に脆弱な構造でございます。圧が強かったために水圧に耐え
切れず、水槽にひびが入ったという事故でございます。
その修繕のための費用でございます。
また、これに係る安全管理、今後の対策としましては、11 月 28 日にそういった研修会が
ございまして、即職員を仙台の方に派遣して教育を受けさせておりますし、冒頭の方で議員
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からご質問ありましたプリセプタ制度の中で、そういった技術の伝承、あるいは注意事項等
について周知を図っているところでございます。
○７番（千田美津子君） まず、ごみの部分で、なぜ聞いたかといいますと、施設の耐用年
数が普通 30 年ぐらいと言われているわけで、ごみの搬入量が予測以上に増えますと、施設の
耐用年数も短くなるのじゃないかという危惧があって、基本的には関係市町の環境行政の中
で解決していく必要があるものなんですけれども、施設を維持管理する当組合として、こう
あってほしいとか、そういうことも両市町と協議しながら進めていく必要があるのではない
かなと思いましたので、質問をいたしました。
そういった点で、これからも協議を進めていただきながら、施設の耐用年数を引き延ばす
作戦からも何らかの手だてが必要ではないかというふうに考えますので、その点、もう１回
お伺いします。
消防車の修繕については、わかりました。ただ、職員の対応もさることながら、私はポン
プ自動車の性能的な欠陥なのかなと思ったんですけれども、
平成 19 年のポンプ車ということ
で、ほかにも同様のものがあるのじゃないかというふうに思いましたが、水の積載の許容、
そういう部分で同様のポンプ車はないのか、その点、もう１度伺います。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。これまでも定期的に構成市町との関係部課
長会議等は開催しておりまして、
その中でもいろいろお願いをしているところでございます。
これからも施設の耐用年数、いわゆる長寿命化に向けまして、職員一同一生懸命頑張って
いるところでございますけれども、これからもそのようにしてまいりたいと思いますし、関
係市町とも相談しながら、それに向かって頑張っていきたいと思っております。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長
（横倉均君） 先ほどのキャフスの性能的欠陥かということのご質問でございます。
普通はオーバーフローの弁がありますけれども、このキャフスは径が細かった、それにも
増して消防団からの圧力が強かったということで、取り扱い上も落ち度があったのかなとい
う認識はございます。
また、同様の車両はあるかということで即調査させたところ、水沢消防署に１台、同様の
キャフス車両がございまして、それは鋼製タンクでドレーンも太い管であって、問題はない
という確認をしております。
○議長（佐藤修孝君） 質疑を終結いたします。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 討論なしと認めます。
これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（佐藤修孝君） ご異議なしと認めます。よって議案第６号は、原案のとおり可決さ
れました。
２時 10 分まで休憩いたします。
午後１時 58 分 休憩
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
午後２時 10 分 再開
○議長（佐藤修孝君） 再開いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第 14、議案第７号、平成 24 年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江
広域水道用水供給事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 議案第７号、平成 24 年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道
用水供給事業会計補正予算（第１号）をご説明申し上げます。
今回の補正予算は、決算見込みによるもののほか、予定供給水量の増、胆沢ダム建設負担
金の確定及び工事請負費等の入札減により、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出
について補正しようとするものであります。
別冊の補正予算書の１ページをお開き願います。第２条の業務の予定量の補正であります
が、年間総供給水量を９万 8,021 立方メートルに、１日平均給水量を 268 立方メートルに、
建設事業である創設事業を 6,701 万 1,000 円減額し、８億 4,120 万 4,000 円とするものであ
ります。
第３条の収益的収入及び支出の補正でありますが、第１款水道用水供給事業収益は 103 万
4,000 円減額し、総額３億 3,737 万 2,000 円とするものであります。
内訳でありますが、第１項営業収益を 95 万円増額、第２項営業外収益は 198 万 4,000 円
減額するものであります。
収益的支出は、第１款水道用水供給事業費用を 194 万 7,000 円減額し、総額２億 7,118 万
3,000 円とするものであります。
内訳でありますが、
第１項営業費用を 73 万 5,000 円減額、
第２項営業外費用を 121 万 2,000
円減額するものであります。
第４条の資本的収入及び支出の補正でありますが、第１款資本的収入は 6,322 万 4,000 円
減額し、総額９億 4,889 万 5,000 円とするものであります。
内訳でありますが、第１項企業債を 2,440 万円減額、第２項出資金を 2,279 万 2,000 円減
額、第３項補助金を 2,028 万 5,000 円減額、第４項負担金は 425 万 3,000 円増額するもので
あります。
資本的支出は、第１款資本的支出を 1,012 万 5,000 円減額し、総額 10 億 7,106 万 8,000
円とするものであります。
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内訳でありますが、第１項創設事業費を 6,701 万 1,000 円減額し、第２項企業債償還金を
5,316 万 7,000 円増額、新たに第３項負担金返還金として 371 万 9,000 円を計上するもので
あります。
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億 2,217 万 3,000 円は、過年度分消費税
資本的収支調整額 6,900 万 6,000 円、減債積立金 5,316 万 7,000 円で補てんをするものであ
ります。
２ページをお開き願います。第５条の継続費の補正でありますが、年割額のうち平成 24
年度を７億 6,606 万 3,000 円に、
平成 40 年度を６億 2,985 万 4,000 円に改めるものでありま
す。
第６条の企業債の補正でありますが、創設事業に係る起債額を２億 70 万円に、建設利息
に係る起債額を 7,210 万円に改めるものであります。
第７条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正は、職員給与費を
53 万 7,000 円増額し 2,291 万 4,000 円とするものであります。
第８条の関係市町からの補助金の補正でありますが、240 万 5,000 円に改めるものであり
ます。
以上の内容でございますが、何とぞ原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げまし
て、説明を終わります。
○議長（佐藤修孝君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。
２番阿部加代子議員。
○２番（阿部加代子君） 補正予算に関する説明書の 11 ページの収入のところの負担金でご
ざいますけれども、衣川区編入による負担金の調整による増というところと、支出のところ
で一番最後のところの負担金の返還金というところで、衣川区編入による負担金返還金、金
ケ崎町分というふうにございます。
先ほど議決をいたしました衣川区の編入でございますけれども、これらに関します費用に
関して、もう少し詳しく説明していただきたいというふうに思います。
衣川村当時、供給は必要ないということで企業団にお入りになっていなかったわけでござ
いますけれども、今回、震災等の影響もございまして、安定的に衣川区にも水を供給した方
がいいということで、このような状況になったわけでございます。
この負担金に対します考え方ですが、衣川村のときには負担金をいただいていなかったわ
けでして、今回編入することによりまして、これも一つの合併効果なのかなというふうに思
われますけれども、考え方についてお伺いをしたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 衣川区の編入にかかわります費用負担の考え方でございますけ
れども、衣川区編入によりまして、費用負担が変更になってございます。
水源開発の部分でございますが、奥州市の分で 86.42 が 86.99 パーセントに増加してござ
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います。金ケ崎町でございますが、13.58 パーセントであったものが 13.01 パーセントに減
少になってございます。
次に、
広域化施設の分でございます。
奥州市の分でございますが 88.51 パーセントが 88.92
パーセント、金ケ崎町の分が 11.49 パーセントが 11.08 パーセントに減少になってございま
す。
これに基づきまして、設立当初までさかのぼりまして過年度分の調整を行ってきたところ
でございます。
それによりまして、11 ページに記載されておりますとおり、負担金の金ケ崎町につきま
しては、平成 24 年度分が 34 万 3,000 円でございます。一方、返還金でございますが、406
万 2,000 円ということでございまして、差し引き 371 万 9,000 円を返還しなければならない
ということで、支出科目に新たに負担金返還金という支出科目を起こしまして、残金の 371
万 9,000 円を返還する、こういう内容のものでございます。
編入による効果ということでございますが、先ほども申し上げましたとおり、衣川区編入
によりまして胆江区域全域に水の安定供給が行われる、胆沢ダムからの取水によりまして安
定供給が行われ、十分に水が行き渡るということが言えるかと思っております。
○２番（阿部加代子君） これは合併していてよかったということだとふうに思われますけ
れども、管理者、ご答弁お願いいたします。
○議長（佐藤修孝君） 小沢管理者。
○管理者（小沢昌記君） もちろん２番議員もご存じのとおり、平成 20 年６月に発生した岩
手・宮城内陸地震においては、衣川区においては簡易水道ということで非常に脆弱な水源を
もとに簡水を利用されていた、それが水道インフラがほとんどずたずたに被災され、その応
急処置に当たっては、自衛隊の力を借りながらということでありますけれども、その際に胆
沢区からのバイパス道というんでしょうか、胆沢区の方から水を用意し、急場をしのいだと
いうことでございます。
岩手・宮城内陸地震があったか、なかったかということはともかくといたしましても、衣
川区における水源確保の水源地については、随分脆弱化しているということで、新しく水源
地を求めなければならないという状況に立ち至っていたということであります。
その際に、平成 20 年の状況で、ほぼ胆沢ダムの水を回すことはできる、多少の設備投資
はもちろん必要でございますが、そのことが明らかとなった上においては、水質、水量、安
全性、どれをとっても簡水よりは上回るということをもって、より効率的に、そして安全に
衣川区の皆様に水を供給する方途として、この締結発足時まで立ち返って、当時６市町村で
はなく５市町でしたが、その当時に衣川村として入っていれば、この計算になりますよとい
う計算式を適切に当てはめて、結果として、今は合併しておりますので私ども奥州市の取り
分が少し多くなるので、多くなった分を調整して金ケ崎町にお戻しをさせていただくという
形になります。
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合併効果といえば、私とすれば、まさに合併効果の最たるものだというふうに考えており
ますが、何よりも衣川区に住んでおられる皆さんの水の心配が、要するに幾ら導水管をつな
げても水源地が枯れてしまうということがありますから、大きく将来にわたって心配を払拭
できるということとすれば、非常に大きな意味合いがあるものというふうに、私は考えてい
るところでございます。
○議長（佐藤修孝君） 11 番及川善男議員。
○11 番（及川善男君） 何点かお伺いをいたします。
１つは、先ほどご説明ありましたけれども、11 ページにダム建設負担金で補正がありま
して、ダム建設事業費の確定による増というふうにあります。
これから審議されます当初予算を見ますと、当初予算の方にも 70 億円の 2.2 パーセント
のダム建設負担金が計上されているんですが、この関連。ダム建設負担金が確定した、いわ
ゆる補正分として乗せなければならないのは、どういうことなのか。
それから、私の認識であれば、ダム建設費は、工事の進捗状況に応じて負担分は積算され
て、年度、年度に発生するものと思っておりましたが、当初予算で建設費が確定したにもか
かわらず出てくるのはなぜなのか、その辺、ちょっと理解できないので、その点、お伺いを
いたします。
ダム建設負担金として当組合が負担する金額は、最終的にどのくらいになるのか、その点
もお伺いをしたいと思います。
それから、関連資料として、説明資料として出されております資料でお伺いしたいんです
が、先ほども若干お話ししましたけれども、今後の経営見通しの表があります。
平成 25 年度と平成 26 年度を比較いたしますと、営業収益で約 176 パーセント増えている
わけです。これは多分、責任水量が増えますから、それに伴って増収になるということだと
思います。
責任水量は約倍になりますね。7,750 トンから１万 4,600 トンになるんですが、単純計算
で行きますと、あるいは倍近い負担を強いられることになる、それぞれの構成市町の水道の
受益者が負担を求められるのではないかなと、私は思うんです。
現実的には、奥州市の場合も１万 4,000 トンの水が新たにすぐ必要かということになりま
すと、必ずしもそうではない。金ケ崎町においてはほとんど水は必要としないにもかかわら
ず、この計画で行きますと、年間 800 万円以上の負担増になるということだと思いますが、
そういう理解でいいのか。
いずれ、構成市町の水需要の必要性にかかわらず責任水量で増収分を割り振りしていくの
だという理解でいいのか、お伺いします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。まず、ダム負担金の関係でございます。
第１号補正の関係でございますが、当初ダム工事事務所からダム建設費用として 142 億円
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ということを言われていたところでございます。それが 148 億 8,400 万円に確定したという
ことで、これの 2.2 パーセント分がダム負担金ということになりますので、その差額を今回
補正予算に計上させていただいたものでございます。
また、建設負担金はどれぐらいかというお話でございます。現在、国の方から示されてお
りますのは、ダム建設工事年度別内訳及び要求内容という表が渡されているわけでございま
すが、現在のところ総事業費の金額といたしましては 2,440 億円という額になってございま
す。
平成 25 年度までのダム建設負担金ということになってございまして、これからご説明い
たします当初予算でもダム工事負担金を計上させていただいておりますが、最終的な額につ
いては精算をさせていただくということになってございます。
それから、責任水量でございますけれども、確かにご指摘のとおり平成 26 年度からは日
量最大１万 4,600 トンという計画になってございます。
これの責任水量でやっていくのかどうかというお話でございますが、これにつきましても、
現在、
構成市町の方と協議をさせていただいてございます。
このままの責任水量でいいのか、
あるいはまた別な形での負担になるのか、その辺も現在協議中でございます。
○11 番（及川善男君） 後段の方からお伺いします。
そうしますと、経営状況の見通し、もとになる金額は変わらないという考え方ですね。い
わゆる負担区分がどのような形になるかは、これからの協議だ、それぞれ２市町の負担区分
をこれから協議する、そういうことでいいのかどうか、その点、お伺いをします。
原則的には、広域水道用水供給事業の整備計画があるわけですから、これに基づいた判断
をされていくのではないかと考えますが、これが大幅に変わるということもあり得るという
ことなのでしょうか。その点、お伺いをしたいと思います。
ダム負担金について理解できない点があったんですが、そうしますと、最終的なダム負担
金については確定していない、ダム建設費については確定していないと。
これから当初予算がありますから、そこでお伺いしますが、平成 25 年度でダム建設は終
わるわけですが、今後平成 26 年度、27 年度も、25 年度の当初見込んだ額より増えることは
ないという判断でいいんでしょうか。その辺、お伺いします。
それから、先ほどのご答弁ですと、事務所からの説明では、当初の 140 何億円が６億円ほ
ど増えたような説明だったんですが、それは何なんですか。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） １点目の、原則これから大幅に変わらないのかという点でござ
いますけれども、これにつきましても、いずれ平成 26 年度の料金改定に向けて構成市町の方
とも協議を進めているところでございますが、その中でいろいろご意見を頂戴しながら決め
ていくということで考えているところでございます。
それから、ダム負担金の関係でございますけれども、平成 24 年度当初より増えた６億円と
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いう内容についてでございますけれども、詳細な説明といいますか資料といいますか、まだ
こちらの手元には来てございません。これから工事事務所の方にその資料等を求めてまいり
たいな、そういうふうに思っているところでございます。
○11 番（及川善男君） 当初予算でも聞きますので、この程度でやめます。
ただ、私は以前も、このダム建設費に伴う負担については、負担する側ですから、もっと
きちっと詳細に説明を求めて精査すべきではないかという質問をしてきました。
今、事務局長が言われるのも、立場上はわからないでもないんですが、補正予算として負
担を求める予算計上をする以上は、増額になったのは何かというのはきちっと説明を受けて
提案をするという姿勢でないと、国の言うことだから間違いないということで、言われるま
まに負担をするという姿勢ではだめだと思うんですね。
いつかもお話ししましたように、洪水吐の岩石が、砕石があれではだめだということで、
江刺から持ってくる際に、私は工事事務所に行ってお話を聞きました。
そうしましたら、非常にアバウトな説明で、何億円という工事費の増も、当初の予算から
見れば全然関係ないのだというような、私らから見れば、末端の市町村では考えられないよ
うな発想でダム工事をやられているなという実感を持ってきました。
その結果として住民に負担を求めることになるわけですから、私は、もう少しきちっとし
た説明、負担を要請する国側からきちっとした資料を出してもらう、そうしたもとで、この
ような提案をされるべきではないかと、今のご説明を聞いて改めて思いました。
その点、お伺いします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） ただいまのご指摘、ごもっともでございます。
今後ダム負担金の要請等があった場合には、工事費の詳細な内訳等をダム工事事務所の方
に求めまして、今後こういうことのないように気をつけてまいりたい、そういうふうに思っ
てございます。
○議長（佐藤修孝君） 質疑を終結いたします。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 討論なしと認めます。
これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） ご異議なしと認めます。よって議案第７号は、原案のとおり可決さ
れました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第 15、議案第８号、平成 25 年度奥州金ケ崎行政事務組合一般
会計予算を議題といたします。
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議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 議案第８号、平成 25 年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計予算
をご説明申し上げます。
本案は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29 億 3,224 万 2,000 円に定めようとす
るものであります。
平成 25 年度は、衛生事業においては、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を受け
ている廃棄物の適切な処理のほか、災害廃棄物の受け入れ及び牧草等の焼却対応を行うため
所要の予算を計上し、各施設の維持管理の徹底を図るとともに、安全安心な施設運営に万全
を期してまいります。
また、胆江地区衛生センター等維持管理運営計画に基づく、ごみ焼却処理施設ＤＣＳ・Ａ
ＣＣ更新工事を進めてまいります。
消防事業においては、消防力整備計画に基づき、高機能消防指令センター電源装置等交換
工事を予定しております。
別冊の平成 25 年度予算書の４ページをお開き願います。第２表地方債であります。ごみ
焼却施設整備事業債で 1,080 万円を限度に起債をするものであります。
歳入歳出予算の概要につきまして、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げます。
８ページ、９ページをお開き願います。歳入の主なものをご説明いたします。
１款分担金及び負担金、１項分担金は 25 億 5,678 万円であります。
２款使用料及び手数料、１項使用料は 4,305 万 1,000 円であります。
10 ページ、11 ページをお開き願います。２項手数料は２億 1,469 万 4,000 円であります。
３款財産収入、１項財産運用収入は 15 万 9,000 円であります。２項財産売払収入は 479
万 8,000 円で、粗大ごみの処理等により生じる鉄屑などの売払収入であります。
４款寄附金、１項寄附金は 1,000 円であります。
５款繰越金、１項繰越金は 2,120 万円であります。
６款諸収入、１項預金利子は 1,000 円であります。
12 ページ、13 ページをお開き願います。２項雑入は 8,075 万 8,000 円で、大槌町の災害
廃棄物受入処理料、牧草等の農林業系副産物処理料が主なものであります。
７款組合債、１項組合債は 1,080 万円で、ごみ焼却施設ＤＣＳ・ＡＣＣ更新工事に係る衛
生債であります。
次に、歳出について主なものをご説明いたします。
14 ページ、15 ページをお開き願います。１款議会費、１項議会費は 175 万 6,000 円であ
ります。
16 ページ、17 ページをお開き願います。２款総務費、１項総務管理費は 8,681 万 5,000
円であります。２項監査委員費は 22 万 8,000 円であります。
18 ページ、19 ページをお開き願います。３款民生費、１項社会福祉費は 3,983 万 2,000
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円であります。
24 ページ、
25 ページをお開き願います。
４款衛生費、
１項保健衛生費は１億 2,888 万 8,000
円であります。内訳といたしまして、20 ページの診療所費及び火葬場管理費、22 ページの広
域交流センター費が主な内容であります。
32 ページ、
33 ページをお開き願います。
２項清掃費は 10 億 8,323 万 3,000 円であります。
内訳といたしまして、26 ページ、可燃ごみ処理費、28 ページ、粗大ごみ処理費及びし尿処理
費、30 ページ、最終処分場費に係る経費であります。
34 ページ、35 ページをお開き願います。５款消防費、１項総務管理費は２億 8,558 万円
であります。消防本部職員の人件費が主な内容であります。
２項消防費は 11 億 8,282 万 4,000 円であります。内訳といたしましては、34 ページ、常
備消防費 11 億 5,661 万 4,000 円、38 ページ、消防施設費 2,621 万円であります。
常備消防費につきましては、各消防署及び分署における人件費と消防業務に係る経費が主
な内容であります。
また、消防施設費でありますが、先ほども申し上げましたとおり高機能消防指令センター
電源装置等交換工事等に係る経費であります。
38 ページ、39 ページをお開き願います。６款公債費、１項公債費は１億 658 万 6,000 円
であります。内訳といたしまして、元金が１億４万円、利子が 654 万 6,000 円であります。
７款予備費、１項予備費は 1,650 万円で、平成 25 年度の不測の事態に備えるものであり
ます。
以上の内容でございますが、何とぞ原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げまし
て、説明を終わります。
○議長（佐藤修孝君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。
６番佐藤邦夫議員。
○６番（佐藤邦夫君） ８ページの歳入の点でお尋ねをしたいと思います。
２目の休日診療所 1,237 万 9,000 円、前年とほとんど変わりないですが、先ほどの補正の
中で減額補正をして、
決算ではないですけれども最終的に854万7,000円となっております。
実際の決算に近いのが 854 万円だと思うんですが、この根拠。
それから、同じく３目の火葬場の分担金、これは１億 2,855 万 4,000 円が決算に近い数字
になると思うんですが、今回は１億 1,300 万円になっています。これで大丈夫なのか。
例えば火葬場の利用があって収入が増えるから、これでいいんだという考えからすれば、
その下の２款の使用料において火葬場使用料 2,145 万円、前年度実績が 2,247 万円。決算じ
ゃないですけれども。
先ほど１人増えるということで、例えば利用者数が本年度より増える可能性があるんです
が、実績よりも少なく見積もっているという、その根拠をお尋ねをしたいと思います。
それから、次のページの消防手数料も、101 万円になっておりますが、前は 225 万 5,000
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円になっています。
それから、鉄屑の売払収入 479 万 7,000 円ですけれども、先ほどの補正の中では 196 万
7,000 円になっております。
こういった、ともすれば前年度の予算をもとに新しい予算を立てているのかな、そういう
感じがします。
まだ本年度の決算は出ないですけれども、私は、それに合わせた予算編成をする方がいい
のではないかと思いますが、その辺の考え方も含めてご答弁いただきたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 髙橋事務局次長。
○事務局次長（髙橋寛寿君） ６番佐藤議員のご質問にお答えいたします。私の方からは休
日診療所の負担金の件につきましてご回答させていただきます。
平成 25 年度の予算額はほぼ前年と同じで、24 年度に減額をしているので、そもそも減額
の結果の数字で予算を計上するのが適切ではないかというご質問かと思います。
予算の立て方につきましては、いろいろ考え方はございますが、従来から当該年度に必要
と見込まれる金額につきまして、まずは分担金でお願いをして、決算において前年度決算に
おきまして、繰越金など前年度の未使用金があって全体的に減少するなど発生した場合に補
正をして、各市町の分担金を減らしているという手法で予算を立てさせていただいてござい
ます。
25 年度についても同様に、現時点では 24 年度の繰越金などで市町の負担金を減額するこ
とは見込まない予算でお願いしているところでございます。
○議長（佐藤修孝君） 千葉環境施設課長。
○環境施設課長（千葉哲夫君） 火葬場費の分担金でマイナス 1,330 万 7,000 円、これの多
くは建設費の分担金が 1,300 万円ほど減ったということでございます。
もう１つですが、25 年度の歳入の火葬件数ですが、50 件ほど増と見ております。ただ、
多い年度と少ない年度がございますので、歳入は、ある程度の抑えた数値ということで見て
ございます。
鉄屑に関しましては、本年度もキロ 13 円から 23 円というふうに乱高下しますので、安全
なところを見て単価を決めてございます。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 消防手数料の関係でございます。補正では 225 万 5,000 円、予算で
は前年と同様の額を見ているということで、中身につきましては、危険物設置許可手数料、
これは水物でございます。というのは、今年の１月 31 日までに危険物の地下タンクというの
がございまして、40 年過ぎると改修の義務が生じるということで、今年度に関しましては駆
け込みの変更許可申請が多かった､もう２月からはそれはないだろうということで、
前年並み
に計上しております。
○６番（佐藤邦夫君） 決算はまだ出ていないからですけれども、考え方として、決算を基
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本として予算立てをするのじゃなく、前年度の予算を基本としてやる、そういう姿勢は、私
は改めるべきではないかなと思います。
先ほど、前の議案で消防署の件も出ましたけれども、こういった体質が、精査して市民の
税金をきちっと使うという部分が欠如していくのではないか。
例えば鉄屑ですが、乱高下するので前年度に従ったと。全く安易な考えだと思うんですね。
前年度も、ずっと去年も 400 万円、今年度も 479 万円、この根拠は何なのか。単なる適当
にとしか思えません。
この一部分だけの問題ではなく、すべてにおいてきちっと近い数字をもとに吟味して、予
算立てなり、あるいは事業計画なりを立ててほしいなと思いますが、これは管理者に答弁い
ただきたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 小沢管理者。
○管理者（小沢昌記君） ６番議員のご指摘についても、内容については理解するところで
はございますが、最終的に、すべて税金を冗費しよう、無駄遣いしようとか、だらだら使お
うという気持ちは全くありません。
財政においても、さまざまな計画を最も重視して業務執行しているという体質が組合にあ
ります。
そして、できるだけ年間を通じて各構成市町からご負担をいただく負担金の額を軽減する
という形において、当初予算については、とりあえず前年度を踏襲していく、ただ、そこに
ついても決算に応じた形の予算を配することによって、できるだけ厳しく執行していくよう
な形をつくるべきだというお話でございます。
このことについては、内部で十分に検討しながら、より実態に合う形、そして計画と整合
性のある形として、どのような予算のつくり方、あるいは執行の仕方があるのか、十分に検
討しながら、より市民の皆様にしっかりとご理解いただけるような状況もつくっていかなけ
ればならないというふうに考えているところでございます。
○６番（佐藤邦夫君） それこそわからないでもないんだけれども、補正予算とか、あるい
は専決があるわけですから、私はその辺は柔軟にできると思います。
むしろそういったことに関して、きちっとしたスリムな計画を立て、いわゆる予備費の分
で考えていいと思うんです。
ここの組合だけじゃなく、自治体の予算を立てるときに、どこの自治体も前年度予算をベ
ースにして立てておりますので、私は決算ベースで立てるべきだ、そのように指摘しておき
たいと思います。
○議長（佐藤修孝君） ８番遠藤敏議員。
○８番（遠藤敏君） １点だけお伺いします。
実は、一般質問の中で江刺東分遣所の話が出ております。これは胆沢地区消防組合のとき
から何とか何とかという話があったわけですが、やっと動き出してよかったと思います。
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この規模からすると、今年度あたりから予算が何か動き出してくるのかなと思っていまし
た。
つまり新たに１隊つくることにより９名も必要だということで大変な内容だと思うんで
すが、今回の予算の中でその関連は出てきていないように思うんですが、その体制をどうい
うふうに構築していく考えなのか、お伺いしたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 江刺分遣所につきましては、消防力整備計画の中で平成 27 年度に設
計施工、平成 28 年度の運用となっております。
現在は、適正地について検討するというのが来年度、再来年度という計画でございます。
人的な整備、先ほども申し上げました１隊につき９名必要、そのとおりでございますけれ
ども、さきに管理者から話があったとおり、指令の共同運用により、現在９名で指令台を運
用しておりますけれども、それが共同化によりまして４名、そこで５名ほど人員に余力が出
る。
プラス消防力整備計画の中の人的整備計画ですけれども、それは３名の増ということで計
８名が増える。
８名の中でやりくりしていきたいという考えで進んでおります。
○８番（遠藤敏君） 小学校でもわかるんですけれども、計算が合わないわけですね。８人
は準備できるということですが。
現在の充足率といいますか 65.7 パーセント。今、内容を伺うと、休日も待機させられて
いるわけですね。言ってみれば、本来休めるときにも若い人たちも拘束されるわけですね。
そういった厳しい環境もあるわけなので、私は時間をかけて人数を確保できるような体制
といいますか、やっぱり９人欲しいなら９人でやっていかないと。８人で、あと１人どこか
らか出すわけですが、果たしてその余力があるのかどうか。
今、市役所の方でもそういう話が出ておりますが、職員の中で体調不良を訴えている方と
かは出ておりませんか。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 私も体調不良でございます。休んでいる職員もおります。精神的な
もので休んでいるということです。回復して勤務についている者もおりまして、それが増え
る傾向にあるのかなと思っております。
充足率が 65.7 パーセント、これはなかなか増えません。
休日がない、非番にも拘束されるということでございますけれども、それを少しでも改善
できないかということで職員に検討させまして、モバイルメールというのがあります。
火災のときにメールが来て、今、その末尾に出動ポンプ隊、水沢ＰとかＡとかあるんです
が、あるいはポンプだ、アンビュランスという救急車とか、そういったものの出動体制を示
しておりますし、さらに職員が必要な場合は招集の「招」の文字を入れて、暗号的な使い方
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で職員を集めている。
できるだけ職員の負担を軽くという工夫をしているところでございます。
また、９引く８が１という１はどうなのかという話でございますけれども、分遣所でござ
いまして、職員を派遣するということが基本で、江刺消防署から毎日３名を出向させる。
ですから、江刺消防署の職員が若干増えるというような中で、１名が薄まるといいますか、
全く１がプラスになるわけじゃないんですけれども、不足分が薄まるという考え方でござい
ます。
それが厳しかった場合、実際やってみて本当に難しいとなれば、さらに体制を、今は２部
制でやっております。24 時間勤務ですけれども、それを３部に分けてやるという工夫もある
のかなと。
あるいは出動件数の少ない部署から職員を派遣させるとか、それは地域の方からの反発も
あろうかと思いますけれども、その辺も検討しながら総合的に考えてまいりたいと思ってお
ります。
○８番（遠藤敏君） 消防署の苦労はわかりますと言ったら、多分、私が想像する以上に厳
しいと思うんです。
消防署の０Ｂの方から何日か前に、昔の消防署員は時間を何とかつくって自分の管轄する
地域、エリアを回って歩いて、環境を確認したり、あるいは消防の設備を確認して歩いたり
したものだ、そして状況を押さえたものだ、今の入っている職員たちは、そういう時間が全
くなくて大変だなと思っていると聞きました。
何ぼ余力があればいいか、それは何ぼでも余力があればいいんですけれども、かなり厳し
い状況に置かれていると、私は思うんです。
モバイルメールを持たせればということではなくて、持たせるということは常に備えてお
かなければならないということの裏返しなわけです。
これは管理者にお聞きしたいんですが、現状をどのようにとらえておられるか。一般質問
でも何とかするべきだという話は出ていますが、今は行革の時期で大変な時期ですが、管理
者は頭が痛いことだと思います。
私は、現場のことをよく聞いてやって、しっかり確認していただいて、やっているとは思
いますけれども、今の厳しい状況をどのようにとらえているか伺って、終わりとします。
○議長（佐藤修孝君） 小沢管理者。
○管理者（小沢昌記君） 組合の行政運営だけでなく、私とすれば奥州市の市政運営、行財
政運営をさせていただいているわけでありますが、おっしゃるとおりであります。
例えば消防士の皆様であれば、命にかかわることでございますので、いざというときに万
全の装備のもと駆けつけていく、それが、いつどきであっても万全の力を出せるような勤務
状況をつくってあげるというのが最も理想的なことであろうと思います。
また、例えば医療についても同様であろうと思います。
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そのような形で派生して考えていきますと、教育、学校の先生はどうであろうというよう
なことになりますと、その一つ一つを選択と集中というふうな形で、では限られた財政の中
で、どこをどのように削り集中させていくかというふうな考え。
いろんな形から言えば、困っているんだから助けてあげましょうよ、いい方向に持ってい
きましょうよというのは、もちろんそのとおりであります。
そのために横倉消防長を中心に常備の消防は一生懸命頑張っているという状況の中で、手
当てをしていかなければならないということでありますが、それだけではなく全体の中で限
られた予算をどのように集中していくのだということについて、どこか１点だけを切り取っ
てということではなく、総合的に考えていかなければならないのだろうというふうに、私は
全体の管理者としては、そのように思っているところでございます。
こういうふうな話をすると、では今の窮状をそのまま先送りするのかということではなく、
例えばでありますけれども、消防指令の統合によるサービスの低下を一切招かない形での人
員の増員を図るということも含めて、当然いろいろな知恵を使いながらやっているわけであ
ります。
一方で、もし消防力を縮小していこうという考えだけしかなければ、江刺の東分遣所とい
う存在すら考えられないはずでありますけれども、そうではなく、ここにつけていくのだと
いうこと。
要するに、非常に制約はありますけれども、そのことについてさまざまな知恵を使いなが
ら、実現をしていくという舵取りをしていかなければならないというふうに思うわけであり
ます。
消防であれば、２番議員からもありましたけれども、住宅用火災警報器をつけることによ
って、まず命を守る、あるいは火の用心の意識を啓蒙していただくということで、火災の発
生件数を、みずからの力を持って削減していただくということ。
あるいは病気に関しても、かかりつけ医を持っていただいて、急な状況はともかくとして、
普段に健康管理をしていただいて、みずから救急車を呼ばずとも健康管理ができるような状
況を、市民お一人お一人がしていただくというふうなところから、初めてどういうふうな形
としてという新しい展望も開けてくるだろう。
一方、我々とすれば、そういうふうな住民の皆様の啓蒙活動も図りながら、市民の皆様の
安心安全を守るために必要な装備、人的定数配置というものを考えていかなければならない
ということであります。
答えにならない状況であります。これは有り体に言ってそのとおりです。お金が無尽蔵に
あれば、すべて解決できますが、限られた中で、我々ができる範囲は一生懸命やる、そして、
市民、町民の皆様にも、みずからの命、財産を守るための努力もしていただくということに
よって、最少経費で最大効果が発揮できるようなまちづくり、地域づくりをしていかなけれ
ばならないというふうに考えているところでございます。
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いずれ、流れとすれば、行財政改革と言えば、すべてが切り捨てられるようなイメージを
お持ちの方がいらっしゃると思いますが、私とすれば、行財政改革というのは、時代の変化
に応じた対応ができる変更、改革であるということだと思います。
少子高齢化においてのまちづくりはどうあるべきかということも含めて、時代の変化に対
応して、行政はしっかりその対応ができるような形に変わっていく、それこそ行財政改革の
主たる部分であろうと思います。
そのような意味を持って、住民の皆様の、よりよき、このまちに住んでよかったというま
ちづくりに力を尽くしてまいりたいと考えております。
８番議員の質問に対して十分な答えにはなっておりませんけれども、そのような覚悟を持
って行財政運営をさせていただいているという思いの一端をくみ取っていただければ、あり
がたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） ２番阿部加代子議員。
○２番（阿部加代子君） 35 ページの負担金のことについてお伺いいたします。
細かいところになって申しわけないんですけれども、負担金補助及び交付金のところで、
全国消防長会会費負担金、全国消防協会会費負担金、さらに岩手県消防長会会費負担金、岩
手県消防協会会費負担金というふうにあります。これは全国組織があって岩手県があるので
しょうか、それとも全国と岩手県とは違う組織なのでしょうか。その辺の負担金についてお
伺いをいたします。
39 ページ、工事請負費のところで 2,300 万円ほどありますけれども、水沢消防署訓練塔
新設工事の費用、それから高機能消防指令センター電源装置等交換工事の費用について、数
字についてお伺いをしたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 菊地消防次長。
○消防次長（菊地貞好君） ２番議員の質問にお答えいたします。
負担金の件ですが、消防長会につきましては、全国消防長会、東北消防長会、岩手県消防
長会とございまして、構成ですとか施設機械、そういうふうなものの検討をする会でござい
ます。
また、消防署長会というのは、県単位で、研修会とかは東北単位である場合がありますが、
負担金につきましては、県の負担金となっております。
○議長（佐藤修孝君） 髙橋事務局次長。
○事務局次長（髙橋寛寿君） 予算編成に関わるご質問でございますので、私の方からご説
明を申し上げます。
実施する段階で入札を予定しているものにつきましては、予算書上、具体的な数字は記載
しないこととしてございまして、これは合わせて 2,300 何がしの金額ということでご理解を
いただきたいと思います。
○２番（阿部加代子君） 負担金のあり方についてですけれども、別々の組織、全国と岩手
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県の消防長会、消防協会というのが別々のものであるということなのでしょうか。
普通の、全国があって、全国に負担金を納めると、それぞれの県に負担金が行くという流
れになっていなくて、全国は全国、岩手県は岩手県という形で負担金を出さなければならな
いのでしょうかということの質問でございます。
それから、数字のことに関しましては了解いたしました。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 負担金についてお答え申し上げます。
結論から言いますと、それぞれ別々でございます。例えば岩手県消防協会というのがござ
いまして、そこに負担金を出しまして何をやっているかというと、表彰事業あるいは保険の
事業、一番やっているのが県の救助大会、その上が全国大会とかありますけれども、それぞ
れに負担金を払っている。別な形でございます。
○議長（佐藤修孝君） 11 番及川善男議員。
○11 番（及川善男君） 先ほど８番議員が質問されたことと関連する点が１点、それから違
う点が１点、お伺いします。
行財政改革で職員を極力抑えていくというのはわかります。それをよしとするわけではな
いんですが、ただ、どこでも職員数を削減する場合に、事務事業の見直しで事業量もそれに
沿って減らしていくということであれば、それはそれなりに納得できる面もあるんですが、
建設的に江刺の分遣所が新設されるとか、そういうことになって事務事業が増えていった場
合、
既定どおりの行革だから減らしていくだけでは、
私はだめなのじゃないかなと思います。
先ほどの一般質問で７番議員も指摘されましたけれども、その時々の状況、情勢にあって、
事務事業なり住民サービスなりインフラ整備なりが考えられていくわけですから、それに合
った職員体制も考えていくという立場に立たないと、消防長から答弁いただければ、そのよ
うな答弁にしかならない。
構成市町の姿勢が組合運営に対して大きな影響を及ぼすわけですから、特にこういう問題
についてはきちんとした状況をつくってやるということが必要じゃないでしょうか。
そこで具体的にお伺いいたしますが、消防長も健康を害しておられるそうですが、メンタ
ルではないようですけれども、いわゆるメンタルで現在休んでおられる方は、それぞれどの
程度いらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。メンタル以外でどのような症状で休ん
でおられるのか、健康を害している方がおられるのか、お伺いをいたします。
もう１点は、歳入の問題で、東京電力からの補償について、平成 23 年、平成 24 年合わせ
ますと、約 2,300 万円ぐらい請求されているということですが、これは歳入に一切計上され
ておりません。
先ほど広域水道の方は６万 5,000 円ほど、公営企業だからということで計上しているよう
ですが、補償については、いずれにしろ同じ問題だと思うんです。
県がまとめてやっているから、県の出方次第で補正を考えるということだけではどうかな
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と思うんですが、その辺の考え方をお聞きします。
○議長（佐藤修孝君） 横倉消防長。
○消防長（横倉均君） 病欠者の関係、メンタル以外で休んでいる職員はおりません。メン
タルでは、今１名でございます。病名はうつ病でございます。原因としてはストレスという
ことでございます。
そのほか、これまでに３名程度、うつの症状で自宅待機の職員がおりましたけれども、全
員職場復帰の状況となってございます。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 事務局の方でございますが、ただいま病休１名でございます。
やはり先ほどの消防長と同じく、うつ病ということでございます。
それから、東電の関係でございます。歳入に計上されていないということでございますが、
水道の方はルールが確定されておりまして、昨年、東電から職員が参りまして直接やりとり
をいたしまして、12 月に入金になったものでございます。したがいまして、予算に計上した
ということでございます。
今回の一般管理費、一般経費につきましては、県を通じて、まだ東電からの方の情報が全
くないということで、計上は見合わせているところでございます。
○11 番（及川善男君） メンタルで、うつ病で入院されている、休まれている方が、それぞ
れ１名だということですが、
私は、
こういうことは繰り返されてはならないと思うんですよ。
職場の環境が過重な負担になっていくのではだめだなと、私は思います。
こうした内容についてきちっと分析をして、人的体制の充実も含めて根本的に検討する必
要があるのではないかというふうに思いますが、そういうことをやられてはいかがですか。
管理者にお伺いします。
○議長（佐藤修孝君） 小沢管理者。
○管理者（小沢昌記君） いずれ身を削るような形で仕事についていただくということは、
今の時代では労働条件としてはそぐわないであろうというふうに思います。
それぞれの個人のことでありますのでということで言ってしまうと、何ともならない話で
あります。
仕組み上、仕事の内容上、どうしても、どなたかウイークなところに比重が強く集まって、
通常の健全な、健康体の方がその比重に耐えかねてということだとすれば、当然是正しなけ
ればならない。また、そういうふうなことが全般にないのか。あってはならないわけですか
ら。
ということで、今、ご指摘いただいた部分で、それぞれ消防、事務方の方でも１名ずつと
いうことでありますので、事務局とも消防とも十分に話をしながら、まず仕事の内容、ある
いはその状況等を把握し、改善できる部分については改善をしていくための協議を進めてみ
たい、検討を進めてみたいというふうに思います。

- 57 -

今ご指摘いただきましたので、どのような検討の仕方があるかも含めてですけれども、検
討してみたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 質疑を終結いたします。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 討論なしと認めます。
これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） ご異議なしと認めます。よって議案第８号は、原案のとおり可決さ
れました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜○〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長（佐藤修孝君） 日程第 16、議案第９号、平成 25 年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江
広域水道用水供給事業会計予算を議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 議案第９号、平成 25 年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道
用水供給事業会計予算をご説明申し上げます。
平成 25 年度は、胆沢ダムからの安定取水が可能となることから、これまでの奥州市胆沢
区の若柳地区への供給に加え、奥州市への供給区域拡張を踏まえた供給を行うものでありま
す。
施設整備につきましては、水源施設整備費としてダム建設負担金を計上しており、広域化
施設整備費としては、
平成 26 年度からの本格的な用水供給に向けた２カ年工事の最終年度と
して、第２期浄水場の機械設備工事及び電気・計装設備工事費を計上しています。
別冊の平成 25 年度予算書の１ページをお開き願います。第２条の業務の予定量でありま
すが、年間総供給水量 115 万 3,050 立方メートル、１日平均供給水量 3,159 立方メートルの
供給を見込み、また、建設事業につきましては、創設事業に５億 9,514 万 3,000 円の事業費
を見込んでおります。
予算額でありますが、第３条の収益的収入及び支出については、収入総額は３億 4,715 万
4,000 円で、内訳は営業収益３億 4,180 万 2,000 円、営業外収益 535 万 2,000 円であります。
支出総額は３億 2,580 万 6,000 円を見込んでおり、主な内訳は、営業費用２億 5,990 万
4,000 円、営業外費用 6,490 万 2,000 円であります。
第４条の資本的収入及び支出の予定額でありますが、
収入総額は７億 1,617 万 4,000 円で、
内訳は企業債３億 4,130 万円、
出資金１億 7,376 万 4,000 円、
補助金１億 9,943 万 3,000 円、
負担金 167 万 7,000 円であります。
支出総額は７億 9,624 万 2,000 円で、その内訳は、創設事業費５億 9,514 万 3,000 円、企
業債償還金２億 109 万 9,000 円であります。
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資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 8,006 万 8,000 円は、過年度分消費税資本
的収支調整額 8,006 万 8,000 円で補てんしようとするものであります。
２ページ、３ページをお開き願います。
第５条の継続費でありますが、創設事業の総額を 271 億 5,129 万 2,000 円とするものであ
ります。年割額につきましては、記載のとおりでございます。平成 25 年度末までの継続費総
額に対する進捗率は 61.2 パーセントとなる見込みであります。
第６条の債務負担行為でありますが、公営企業会計システム賃借料で、期間を平成 25 年
度から平成 30 年度まで、限度額を 575 万 9,000 円に設定しようとするものであります。
第７条の企業債でございますが、創設事業費等に充当するため創設事業１億 4,800 万円、
建設利息 7,220 万円、建設元金１億 2,110 万円を限度額として、それぞれ起債しようとする
ものであります。
第８条の一時借入金でありますが、その限度額を１億円とするものであります。
第９条の議会の議決を経なければ流用することができない経費でありますが、職員給与費
2,299 万 9,000 円を定めるものであります。
第 10 条の関係市町からの補助金でありますが、関係市町一般会計から補助を受ける額を
245 万 2,000 円とするものであります。
以上の内容でございますが、何とぞ原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げまし
て、説明を終わります。
○議長（佐藤修孝君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。
２番阿部加代子議員。
○２番（阿部加代子君） １点だけお伺いをいたします。奥州市の供給区域が拡張されるわ
けでございますけれども、今まで管が布設になっておりまして、スムーズに供給が行われる
のか。水の漏れとかないのかという点検体制とか、100 パーセントきちんと水が供給できる
かどうかという確認の点検作業等は含まれているのかどうか、お伺いしたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 拡張に伴います供給確認の体制等というご質問でありますが、
お答えいたします。
これまでは若柳地区、いわゆる自己水源のなかった若柳地区だけの供給でございましたが、
昨年の 12 月 28 日から胆沢ダムで試験湛水してございまして、現在、安定的に胆沢ダムから
供給を受けてございます。
それに伴いまして、日量当たり 7,550 トンという見通しで、順次、胆沢区あるいは水沢区、
江刺区、前沢区というふうに拡張を予定しているところでございます。
現在、管の方には水を張ってございまして、５月、６月には、この洗管作業を予定してご
ざいます。水を流しまして、異常がないかどうか、それから、市内に８カ所分水施設がござ
いますが、こちらの方の水質調査あるいは水量調整等の点検も、今回の当初予算に計上して
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いる状況でございます。
○議長（佐藤修孝君） 11 番及川善男議員。
○11 番（及川善男君） この間、何回かこの議場でも質問してまいりましたが、継続費につ
いてお伺いをいたします。
平成 40 年度まで継続費が計画されているわけですが、平成 22 年に見直しをして平成 27
年度からの３期計画が先送りされてきたわけですが、今の水需要の環境から考えたときに、
私は、３期計画についても検討すべきものだというふうに考えています。
平成 25 年度、平成 26 年度から新たな供給体制に入るわけですけれども、今後の継続費、
水需要の見直し等も含めて、事業の見直し等はどのように考えておられるのか。継続費はこ
のまま事業を進められるのか、その点、お伺いをしたいと思います。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） お答えいたします。このまま継続費に計上しているとおり進め
るのかという点でございますが、そういうことではなく、現在、人口の減少、あるいは景気
状態の変化等々考え合わせながら、水需要がどうなるのか、その辺を見定めるために、事業
再評価を５カ年ごとに行っているところでございます。
いずれ、その時々の状況に応じた供給水量というものを今後とも検討してまいりたい、こ
のように考えております。
○11 番（及川善男君） 今のご答弁ですと、遅くとも平成 27 年度には再度事業評価をして
見直しをされるということでいいのかどうか、お伺いをしたいと思います。
私は、それをやらないと、設備投資をすれば、それだけ受益者の負担になっていくわけで
すから、実態に即した水需要体制をつくるべきだというふうに考えますので、その点、お伺
いをします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） ご承知のとおり平成 27 年度に事業再評価を行う予定になってご
ざいます。
ただいま議員からご意見を頂戴しましたとおり、実態に即した水の供給ということを検討
してまいりたい、このように思います。
○11 番（及川善男君） その際、設備投資は難しい面もあるかと思うんですが見直しは可能
になると思うんですが、責任水量についても、あわせて交渉していかないと、どんどん単価
が上がっていって、早い話、金ケ崎町の場合は全く使わない水道料金を払っていかなきゃな
らないということになるんだと思うんですね。
いろいろ難しい問題もあると思いますが、ぜひ再評価の際に責任水量の見直しについても
検討をし、国の、しかるべきところとの交渉もしていいのではないかと思いますが、その点、
お伺いします。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
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○事務局長（及川一康君） ただいまご指摘ありましたとおり、議員の貴重なご意見をお伺
いしましたので、その点を踏まえまして、次期の事業再評価の際に検討してまいりたいと思
います。
○議長（佐藤修孝君） ９番新田久治議員。
○９番（新田久治君） 大変恐縮いたしますが、今あえて確認しなければならないことかど
うか迷っていたんですけれども。
水道の供給も、おかげさまで待ちに待った、長い時間をかけて、ようやく本格的に水を使
える、こういうことでございます。
要は送水管が布設されて、水を入れているというお話でありますが、何年たっているもの
やら、この財産をどんな形で償却して今現在いるのかということと、同時に将来的に、この
埋設された管の耐用年数というものをどのようにお考えになられているか。
スタートした途端に更新しなければならないということはないとは思いますが、事務的に
どんなふうに考えているのかということを、本格取水する前に確認しておきたいというふう
に思います。
○議長（佐藤修孝君） 及川事務局長。
○事務局長（及川一康君） 耐用年数でございますけれども、管の耐用年数は 40 年というこ
とでございます。
どんな形で償却しているのかということでございますけれども、現在、全体に対しまして
17.3 パーセントの稼働率でございますので、この割合で減価償却を行っているということで
ございます。
また、取水に当たって万全の体制をとっているのかということでございますが、先ほども
申し上げましたとおり、
平成 25 年度の新年度予算におきまして送水に当たって問題がないか
どうか、その辺の業務委託料も含めまして万全の体制をとっているところでございます。
○議長（佐藤修孝君） 質疑を終結いたします。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） 討論なしと認めます。
これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（佐藤修孝君） ご異議なしと認めます。よって議案第９号は、原案のとおり可決さ
れました。
以上をもって今期定例会に付議した事件はすべて議了いたしました。
これをもって平成 25 年第１回奥州金ケ崎行政事務組合議会定例会を閉会いたします。
大変ご苦労さまでした。
午後３時 40 分 閉会
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地方自治法第 123 条第２項の規定により、ここに署名する。
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