記載のページ及び項目等を示し簡潔にお願いいたしま

平成23年３月９日（水曜日）午前10時開議

す。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

本日の会議に付した案件
議案第１号 平成23年度久慈市一般会計予算

議案第１号 平成23年度久慈市一般会計予算

────────────────────

○委員長（八重櫻友夫君） 直ちに、付託議案の審査
に入ります。

出席委員（25名）
１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 山 田

議案第１号を議題といたします。

光君

第１条歳入歳出予算、歳出、７款、商工費説明を求

３ 番 上 山 昭 彦君 ４ 番 泉 川 博 明君
５ 番 木ノ下 祐 治君 ６ 番 藤 島 文 男君

めます。菅原総務部長。

７ 番 砂 川 利 男君 ８ 番 畑 中 勇 吉君

○総務部長（菅原慶一君） 72ページをお願いいたし

９ 番 小 倉 建 一君 10 番 山 口 健 一君

ます。７款１項商工費でありますが、１目商工総務費

11 番 中 平 浩 志君 12 番 澤 里 富 雄君

は１億9,439万2,000円を計上、２目商工業振興費は４

13 番 佐々木 栄 幸君 14 番 桑 田 鉄 男君

億8,359万4,000円を計上、前年度と比較して922万

15 番 堀 崎 松 男君 16 番 大久保 隆 實君

3,000円、1.9％の減でありますが、主に街なか再生推

17 番 小野寺 勝 也君 18 番 城 内 仲 悦君

進事業費の減によるものであります。

19 番 下斗米 一 男君 20 番 中 塚 佳 男君

74ページになります。３目観光費は２億3,406万

21 番 下 舘 祥 二君 22 番 大 沢 俊 光君

2,000円を計上、前年度と比較して7,944万6,000円、

23 番 濱 欠 明 宏君 24 番 八重櫻 友 夫君

51.4％の増でありますが、主に平庭高原スキー場施設

25 番 髙屋敷 英 則君

整備事業費、久慈市観光情報発信事業費の増によるも
のであります。

欠席委員（なし）

76ページになります。４目地下水族科学館費は

────────────────────

4,680万1,000円を計上、商工費はあわせて９億5,884

事務局職員出席者
元

事務局次長

庶務グループ
総 括 主 査

外谷 隆司

議 事グ ループ
総 括 主 査

主

長内

事 務 局 長

事

根井

中務

秀雄

眞角

泰光

万9,000円を計上いたしました。
以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。上山委

紳悟

員。

────────────────────

○上山昭彦委員 それでは質問させていただきます。

説明のための出席者
長

山内 隆文君

副

長

外舘 正敏君

75ページの上から２段目、街なか回遊性向上事業と

長

末﨑 順一君

総 務 部 長

菅原 慶一君

いうものがございます。こちらは案内マップの作成と

総合政策部長

大湊 清信君

菊池 修一君

か、各種回遊イベントを実施して、街なかに回遊をさ

市民生活部長

中居 正剛君

総合政策部
付
部
長
健康福祉部長
(兼)福祉事務所長

野田口 茂君

せましょうという事業になると思いますけれども、今、

農林水産部長

村上

章君

産業振興部長

下舘 満吉君

土風館のほうにもたくさんお客様に来られている状況

建 設 部 長
(兼)水道事業所長

晴山

聰君

山形総合支所長

田老 雄一君

の中で、このお客さまをどういうふうにして街なかの

教

宇部 辰喜君

ほうに回遊させるかというのが一番の問題になってい

鹿糠沢光夫君

ると思いますが、何か回遊性向上のイベントというこ

藤森

とでお考えがあれば、お聞かせいただきたいと思いま

市
副

市

市

亀田 公明君

教 育 次 長

監 査 委 員

石渡 高雄君

監 査 委 員
事 務 局 長

松本

教育委員会総務
学 事 課 長
農業委員会
事 務 局 長

育

長

賢君

智君

す。

そのほか関係課長等

もう一点、77ページの中段より少し下のところに、

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
午前10時00分

いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会負

開議

○委員長（八重櫻友夫君） ただいまから、本日の予

担金というのがございます。こちらは協議会の負担金

算特別委員会を開きます。

ということになると思いますけれども、年度でいうと
24年度、再来年度になると思いますけれども、４月か

委員各位に重ねてお願いいたします。質疑の際は、
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らＪＲ各社が岩手に、東北に行きましょう、岩手に行

いて、いろいろどのように考えているかということで、

きましょうということで全国的な大きなキャンペーン

お互い意見交換した際には期待している反面、かえっ

を行うことになっております。これを行うと、たくさ

て久慈地域の人たちに来るべき観光客が逆にとられる

んこちらのほうにお客様は全国からお越しになると思

可能性もあるということで懸念しているというのも、

われますけれども、平泉の世界遺産登録というのもあ

実感を各観光施設では持っておりました。

りますので、県南のほうにお客様はそちらだけに行っ

そういう部分で、こういうような地域の声を我々も

ては県北、三陸沿岸北部、こちら久慈地域が置き去り

県内の会議等のたびにあらゆる機会を通じてこのよう

にされるということも考えられなくはない。

な危機感を持っているということをお伝えしています

そこで、当地方の特別な事業、何か目玉をつくって

し、ただ、そうはいいながらも岩手県ではオール岩手

いただいて、ＪＲに売り込んで、ＪＲのほうのキャン

で臨んでいきたいという考えでございますので、これ

ペーンの一つにでも、端っこにでもいいですから、久

に乗り遅れないように久慈市としてもしっかり情報を

慈という言葉が入るような何か事業を行っていただき

発信しながら取り組んでいきたいと考えておりました。

たいのですが、そういうお考えがないか、お伺いいた

ただ、現在、県のほうの取り組みが具体化になって

します。

ございませんので、キャンペーン等来年はいろいろあ

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

ろうかと思いますが、具体化になり次第、一緒になっ

○商工観光課長（一田昭彦君） それでは２点ご質問

て取り組んでいきたいと思います。

をいただきました。まず、１点目の街なか回遊性向上

久慈市の予算的な部分に反映されますのは、例えば

事業でございますけれども、これは国の緊急雇用創出

広告費なんかで来年はぜひポスターを作成したいとか、

事業を活用しまして、中心市街地の回遊性の向上、そ

あるいは広告なんかもふやしたい。あとはいろいろ緊

して、街なかのにぎわい、回復を目指して事業に取り

急雇用なんかでも取り組んでいますが、そういう部分

組んでいるわけでございまして、各種イベント、こと

の予算を活用しまして、いろいろ情報発信をしていき

しのイベントにつきましては、７月から８月、１カ月

たいと考えております。
以上です。

にかけまして商店街サマーバレンタインフェアという
のを十段商店街中心に11店舗の参加のもと行いました。

○委員長（八重櫻友夫君） 上山委員。

そういう部分のイベントとか、あとは街なか100円市、

○上山昭彦委員 回遊性のほうなんですけれども、き

それから10月、12月にそれぞれ開始しましたが、ハン

ょうのテレビを朝ちょっと見ていましたら、見た方も

ドメイドフェア、これは市民が制作した趣味の手づく

いらっしゃると思いますけれども、東京のほうでした

り品の展示即売会とか、そのようないろいろなイベン

けれども、街なかをツアーを使って格安、3,000円ぐ

トを開催しております。

らいというお話でしたけれども、歩いていろんなとこ
ろを回るツアーというのも何かやっておられるようで、

そのほか効果測定として、通行量の調査などを実施

結構お客様に人気があるようでございます。

しておりまして、ただ、委員お話ししましたが、案内

こういうふうに歩いて地元を回るということは、い

マップの作成につきましては、今年度ちょっとできな
かったので、来年度もこの事業を継続いたしますので、

ろんな細かいところが見えて、これはいい企画だなと

来年度イベントとか、回遊マップの作成なんかに取り

いうふうに見たところでございます。久慈においても

組んでいく考えでございます。これは商工会議所に委

歩いて回る方もたくさんいらっしゃいますけれども、

託していまして、２名の雇用を生んでおります。

そういうのをツアーとして企画していただいて、地元

また、いわてデスティネーションキャンペーンのほ

学というのを見ながら、さまざまなことを格安のツ

うにつきましては、お話のとおり岩手県では32年ぶり

アーで巡れるという、そういうことも考えられますの

の大きなキャンペーンになります。ということで、

で、その辺もお考えいただければよろしいかなと思い

我々も非常に期待をしている部分もありますが、一方

ます。

では委員お話のとおり、岩手平泉キャンペーンという

もう一つ、デスティネーションキャンペーンのほう

ことで、昨年久慈の観光施設の方々に集まっていただ

ですけれども、24年の初めからもう始まりますので、
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来年度の予算においてさまざまにポスターとかつくっ

おりで、あらゆる機会を通じまして情報発信していく

ていただくとか、県と協力するなり、キャンペーンを

ような形になると思います。
今、委員お話しのとおり、青森新幹線延伸に伴って

進めていただければよろしいと思います。

の取り組み等につきましては、やはり久慈でも八戸と

以上でございます。
○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

いうのをある程度、八戸、二戸というのを玄関口に考

○商工観光課長（一田昭彦君） 街なかツアーのほう

えていかなければならないと思っていました。

につきましては、久慈の中心市街地の整備計画の中で

岩手ＤＣキャンペーンでも平泉ですので、平泉のほ

も街なかを回遊するためのルートづくりをしておりま

うからの流れでお客さんが来るというのは余り期待で

す。

きない。かえって、青森と連携して八戸、二戸からお

また、広域観光協議会のほうでもＪＲと提携して駅

客さんを呼ぶほうがより効果的ではないかと考えてお

からハイキングというような形での事業に取り組んで

りますので、今後とも三圏域連携などを通じながら、

いますし、そういう部分と連携するほか、街の駅くじ

もちろん岩手県のほうとも連携しながらやることはそ

のほうにも緊急雇用で街なかコンシェルジュ、それか

のようでございますが、八戸のほうとも連携しながら、

ら先ほどご説明しました会議所での街なか回遊性向上

ともに観光振興に推進していきたいと考えております。
以上です。

事業、これらと連携を図りながら、そのような取り組

○委員長（八重櫻友夫君） 桑田委員。

みを考えていきたいと思います。

○桑田鉄男委員 考え方についてはわかります。いわ

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 桑田委員。

ゆる三圏域連携の中で先ほど上山委員からも質問があ

○桑田鉄男委員 予算書でといえば大変なんですが、

りました。岩手ＤＣ、これの関係も八戸市も賛助会員

観光振興全体について考え方をお尋ねしたいと思いま

として参加するということで、いわゆる八戸、二戸、

す。

久慈の三圏域連携の中でも、いろんな回遊ルート等の
構築もされるとは思います。八戸は種差の陸中海岸の、

一般質問でも取り上げまして、もう少し話をしたい
なあと思ったんですが、時間がございませんでしたの

国立公園の編入も目指しているということのようです

で、ここでお尋ねをしたいと思います。

ので、具体的にいわゆる回遊ルート、周遊ルートとい
いますか、八戸、二戸、久慈、この辺で何か考えてい

いずれ、観光、これは自然にあるものを売りになる
ということで、大変余り財政出動等しなくても売りに

るのがあればお聞かせをいただきたいと思います。

なるのかな、そういうふうに思っています。その中で

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

12月に新幹線八戸までのが青森まで延伸になったわけ

○商工観光課長（一田昭彦君） いわゆる青森と連携

でございます。八戸まで延伸になったときもその機会

した回遊的なルートでございますが、まだ、具体的な

を余り活用できなかったのではないかなあと、そうい

形での話し合いにはなっておりませんが、今、三圏域

うふうな意見もあるわけでございます。今度は青森ま

連携会議も観光専門部会のほうが行政中心でございま

でまた延伸になったということで、いわゆる今話がご

すので、やはりここに将来的に観光協会とか、そのよ

ざいました平泉等もあるんですが、観光客の流れがも

うな団体等も取り入れながら、民間の声を聞きながら

っと北のほうにまで向く、変わるのではないかなと、

一緒に回遊性のあるような、流れるようなルートづく

そういうふうに思っています。

りをしていきたいと考えておりますので、ご理解いた
だきたいと思います。

そういうことで、当市としてこの機会に具体的にこ

以上です。

の観光振興にどういうふうに取り組む考えなのかなあ
と、そういうふうに思うわけでございます。そのこと

○委員長（八重櫻友夫君） 畑中委員。

について、まず、考えをお尋ねをします。

○畑中勇吉委員 73ページの商工業振興にかかわって

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

何点かお尋ねをしたいと思います。

○商工観光課長（一田昭彦君） 観光振興につきまし

まず、市内の食肉経営者の交代が余儀なくされるよ

ては、先日の一般質問で市長のほうからご答弁したと

うな事態になったんですが、その際に適切に関係機関
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す。

のほうで対応していただきまして、スムーズに引き継

それから、77ページの秋まつりにかかわってお尋ね

ぎ、事業の継続が図られまして大変よかったなと、そ

をしたいと思います。

の取り組みに感謝をしております。
そこで、ブロイラー等の食肉の処理、加工の関係で

昨年のお還りの日のだったんですが、汽車が電車が

最近の従業員等なり雇用の状況、人数等がどのような

おくれてタクシーでお還りにやっと間に合ったという

推移になっているのかなと。拡大傾向にあるのか、横

方がおったんです。去年のお還りの日の八戸からの電

ばい傾向にあるのか、どうなのかなということをちょ

車だったのかな。その事故といいますか、そのおくれ

っと１点お尋ねをしたいと思います。

の原因なんか把握しておるのか。また、そのおくれに
よってどのくらいの観光客に影響があったのか。その

それから、２点目は何年にか１回、定置網の被害が

辺をお伺いしたいと思います。

あるわけです。その金額たるやもうかなりの金額で、
数億とかというふうなこの地域から漁網なり、ロープ

私からすれば、ＪＲなんか公共交通は定時定刻にバ

なりの発注がなされておるということなんですが、こ

ス運行ができるように最大の努力を払っていると思う

れにかかわってそういう大きな投資の分で、当市に税

んです。ただ、大きなイベントの開催とか、そういう

収等がもたらさせるような感じになればいいんだがな

ような場合には秋まつりの実行委員会とか、そういう

というふうなことを私は感じております。例えば、久

ところからかかる交通機関なり、関係機関のほうにイ

慈、野田、普代とあわせれば、例えば今回の低気圧被

ベントの案内なり、催しの内容等をご案内するなどす

害なんかでもかなりの新しい施設の、また改修といい

れば、よりそういう中でもトラブルのないような、事

ますか、つくるために投資がなされるわけですが、そ

故災害のないような喚起や取り組みが厳重に執り行っ

れらの事業所といいますか、取り扱い、そういう事業

ていただけるのかなということも感じるわけです。お

所、出先機関なりが当市等にあれば、そういうふうな

還りの日は何もない、特に低気圧の被害とか、台風と

数億なりの漁網なりロープの当地域からの支出、出費

か、いい日よりだったと思うんです。だから、何だっ

等にかかわって税収等も得られるのかなと、こういう

たのかなということで、私はちょっと不思議に思った

ふうなことも考えるわけですが、現在のそういうふう

んですが、その辺お分かりでしたらお尋ねをいたしま

な漁業漁具等のかかわりでどのような当市に見返りな

す。

り、もたらされるような状況になっているのか、そこ

○委員長（八重櫻友夫君） 菊池産業開発担当部長。

のところをちょっとお尋ねをしたいと思います。

○産業開発担当部長（菊池修一君） 私のほうから鳥
肉処理加工場の従業員の推移というお尋ねに対してお

それから、先般一般質問でお話ししたんですが、空

答えを申し上げます。

き店舗の問題。時間がなくて途中で話をやめたんです
が、大きい店舗はやっぱり市の中心あるいは大通り、

平成15年当たりには600名を若干超える従業員がお

そういうところに集中してあるわけでありまして、何

りましたが、徐々にですが少しずつ減ってきている状

といいますか、特にもイベントなんかあるとき、人が

況にございます。現在は、500名ちょっとで久慈の工

いない空間といいますか、非常ににぎわいに水をさす

場で働いている方がいらっしゃいます。その理由とし

というふうな感じを私は受けるわけです。そういうふ

ては、やはり機械化が進んだということで、少しずつ

うな、できるのかできないのかわかりませんけれども、

従業員が減っているということでございます。
以上でございます。

大きな店舗とか、空き地なり、そういうふうなところ
を活用して、例えば秋まつりなんかでも、食の匠なり、

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

匠の技の実演なり、そういうふうなことを行って、よ

○商工観光課長（一田昭彦君） まず、定置網の被害

りお出でになられる観光客に多彩な食の楽しみといい

にかかります漁具等の修理、市内でどの程度というこ

ますか、味わいなり、変化のある観光のあり方等を考

とのお尋ねでございましたが、こちらについては当方

えれば、より魅力ある観光を発信できるんではないか

のほうで把握しておりませんのでご了解いただきたい

というふうなことを考えるわけですが、その辺の取り

と思います。
それから、街なかでのいろいろな催しものの際の空

組みについて考え方をお聞かせいただきたいと思いま
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き店舗とか空き地等の活用というようなご質問と思い

そういうような漁網なりロープの買いかえといいます

ますが、これまでも商店街とかあるいはいろいろな団

か、そういうことは頻繁に行われておるわけですよ。

体等に対しまして、街なかでのイベントの際にはでき

それから、もう一つ、旧ポリテック、ジュークスで

るだけ出店を出すとか、空き地等を使った活用方法は

何年か前にやっぱり漁網の被害があったときに、一時

ないかということで、今までにもお話しているところ

場所をお借りして地元から漁師さんを雇って、そして

でございます。

網修理をした。それで雇用が拡大といいますか、創出

お祭りの際、確かに空き地なんかで、そういうイベ

されたというふうな事例もあるわけでありまして、そ

ントがあれば、よりにぎやかさを創出することもあろ

ういうふうな１次産業にかかわって確実に、もう支出

うかと思いますが、一方では見物客、見学客の待機場

がされるとか、当市から資本のいろいろ出費の費用等

所となっているのも事実でございます。

が定期的に確実に行われるような、こういうふうな産

ただ、やはりにぎわいの創出のために市内でもその

業については、それに伴う資材の供給なり、そういう

ような意欲のある業者の方がいるのであれば、どんど

のにかかわって、やっぱり当市に税収なり、雇用の拡

ん推進していきたいと考えております。

大なりの見返りがあるような事業所なり、企業立地を

もう一つ、秋まつり、最終日のお還りの際の列車の

強力に進める。広域で、野田とか普代と力をあわせな

おくれについてでございますが、その件につきまして

がら。そうしてやることが自主財源の確保にもなると

は、当日秋まつり本部において一般の方々からの問い

思いますし、かなり有効だと思うんですが、その点、

合わせとか、声、苦情等もございませんでしたし、さ

第１点。

らには当日は交通規制の全面通行止めのために駅から

それから、縫製なんかでもそうだと思うんですが、

シャトルバスを運行していまして、そのために数名を

地味でも確実に縫い物なんかでも手先が器用でこの地

係員として配置していましたが、ＪＲ付近で係員配置

域の人は、高く評価されるぐらいの仕事ができるとい

していましたが、聞くところによりますと、ちょっと

うことなんで、例えば網修理とか、そういうふうなの

そのような情報はなかったということで、当方のほう

でもやっぱりこの地域の人の特性といいますか、そう

では承知しておりません。把握しておりませんでした。

いう意味では向いている分野なのかなというふうなこ

なお、こういう部分でのいろいろな申し入れ等の話

とも考えますので、その辺も企業立地といいますか、

もございましたが、ＪＲ等交通機関にとりましては列

企業誘致なり、そういうふうな部分で頭に入れて誘致

車のおくれは想定外の事態、やむを得ないこと、場合

等も考えていけばいいのかなというふうに思いますが、

と考えますので、事前にそのような申し入れをするよ

その点もお伺いしたいと思います。

うなことについては特に考えておりません。ただし、

○委員長（八重櫻友夫君） 下舘産業振興部長。

今後、そのようなやむを得ない事情等が発生した場合、

○産業振興部長（下舘満吉君） それでは、私のほう

その都度、その都度で判断しまして、見学していただ

から今、二つのご質問がありました前段のほうの漁具

ける、来ていただける方々に対してできるだけ影響を

関係のことについて、私なりの今お話を聞いて判断を

及ぼさないような対応、できるかぎりの対応をしてい

した中ですと、委員からは恐らくそういう漁具とか、

きたいと考えております。

ロープ関係とか、いろんなものが多く被害に伴って使

なお、イベントの内容等につきましては、事前にＪ

われるだろうと買われるだろうと、そういったものが

Ｒさんとか、三鉄側さんのほうにはお知らせしており

市内の企業なり、商店なり、そういったところで取り

ます。

扱いがされて売れれば、中での循環がされるだろうと、

○委員長（八重櫻友夫君） 畑中委員。

こういうようなご質問かなと承りました。

○畑中勇吉委員 先ほど定置の話をしたんですが、自

そういった部分では取り扱いされている企業の方々

然の消耗といいますか、磨耗での取りかえでもそうだ

とか、あるいは商店とかもあろうと思います。そうい

と思いますし、また、こういうふうな気象、低気圧被

ったところで買われていく、また、そういった方向性

害とか、そういうふうなことでほとんど２年とか３年

になれば、なお一層いいのかなと。市内の経済効果に

に１回、数億とか、野田、普代含めればもう10億とか、

もつながるのかなあと思いますし、我々とすれば、そ
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ういった部分で市内の商店街がいろんな意味で活用さ

国立公園協会と秋まつりについてご質問をいただきま

れていくということにこれからも取り組んでいきたい

したので、まず、陸中海岸国立公園協会のほうについ

なと、そういうふうに考えます。

てお答えいたします。

○委員長（八重櫻友夫君） 菊池産業開発担当部長。

この協会のほうは陸中海岸の利用促進と観光客の誘

○産業開発担当部長（菊池修一君） 地域の特性を生

客拡大を図るため、県内沿岸の12市町村、久慈から気

かしての企業誘致ということでございます。これまで

仙沼までになりますが、県内と宮城県の12市町村、そ

も十分に当地域の特性、特に委員おっしゃいました縫

れと県北自動車株式会社、それから三鉄とか、そうい

製の関係につきましてはいろんなノウハウを持った方

うような団体が加入している団体でございまして、

がいらっしゃいますので、その辺を十分に活用できる

コースト180といいますが、共通のパンフレットの作

ような企業誘致ということに心がけて取り組んできた

成とか、あるいは仙台青葉祭り等での誘客キャンペー

ところでございます。

ンの実施とか、あとは現在、新聞等でごらんになって

その成果がありまして、先般小さな企業でございま

いるかと思いますが、陸中海岸国立公園から三陸海岸

すが、操業に至ったというものがございます。今後に

国立公園への名称変更への取り組み、このような形で

おきましても十分に地域特性を把握しながら、それが

取り組んでおります。

企業にとって久慈市に来ていただけるのに十分メリッ

次に、手づくり山車の製作補助金のほうでございま

トがあるというようなところにつきましては、集中的

すが、これは現在、市内の山車組が８組ございます。

に私ども誘致を進めてまいりたいというふうに考えて

すべてが手づくり山車となっておりますので、毎年こ

ございますので、どうか今後ともよろしくお願いしま

の８組に補助金を払っております。
なお、今後でございますけれども、久慈の我々とし

す。

ますとこの秋まつりがより、もっと市民総参加のもと、

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 藤島委員。

より盛大になることを期待しておりますので、製作費

○藤島文男委員 ページは77ページ。２点お伺いしま

補助金というのが１組当たり、新たな組が制作する場

す。

合は300万という手づくり山車の補助金というのもご

１点目は陸中海岸国立公園協会、この協会は何をや

ざいますので、これを活用してほかの地域からもこの

る目的で、どういう組織なのか、わかりやすく説明し

新たな組として参加して、一緒に秋まつりを盛り上げ

てください。

ていただくことを期待しております。
以上です。

２点目は手づくり山車制作費補助金について伺いま
す。市内の手づくりの山車の組織何団体あるのか。そ

○委員長（八重櫻友夫君） 藤島委員。

して、１組当たりどれぐらいの補助金額になるのか。

○藤島文男委員 もう一回確認させていただきますが、

願わくば、これは年間約半年もかけて手づくりの場合、

その金額というのは、８組全部で合計での金額ですか。

かかりますから補助金の交付に当たっては、どういう

何か１組に300万だか400万出すような感じを私が勝手

形式であるかわかりませんが、早めに金額、交付の時

に理解したんですけれども。もう一回、確認させてい

期など、その組織のほうに知らせながら安心してりっ

ただきます。

ぱな山車をつくれるような配慮のためにそういうこと

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

を検討していただきたい。

○商工観光課長（一田昭彦君） 申しわけございませ

それから、この秋まつりのそのものは久慈市全部に

んでした。手づくり山車の新たに新規製作になった山

とっても大きなイベントなわけですが、今後これから

車に対しては１組300万円になります。それから、現

も手づくり山車というものを数をふやして大きな祭り

在、手づくり山車として参加している組に対しては１

に組織化されていく考えがあるのかどうか、その点に

組当たり50万円で、これが８組ございますので、年間

ついて簡単で結構です。お答え願いたいと思います。

合計400万円となります。
なお、補助金のほうでございますが、これまでにも

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

各組のほうから申請がございますれば、できるだけ早

○商工観光課長（一田昭彦君） それでは、陸中海岸
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めに対応しておりますので、ご了解いただきたいと思

ざいますが、今、経営状態が厳しい状況で、小久慈焼

います。

企業組合とか、小久慈焼陶芸、それらの法人の整理を
現在行っている状況と聞いております。

以上です。

ただ、こちらのほうの支援といたしましては、これ

○委員長（八重櫻友夫君） 小倉委員。
○小倉建一委員 ページ数指定できないわけですが、

までも観光の目玉でございましたので、できる限りの

商工振興、まちづくり、商店街活性化、そしてまた、

相談にのるとか、そういう形での支援をしていきたい

観光振興についてお伺いしますが、先ほども上山委員

と考えておりますが、いろいろ小久慈焼さんのほうで

のほうからも土風館の入館者数が多くなっていると、

もいろいろな事情もあり、今のところ独自でやってい

こういう話がありましたが、そこでこの第三セクター

るという状況でございます。

であります株式会社街の駅・久慈の経営状況をお伺い

あと、街なかのいろいろな資料館、我々もそういう

したいと思いますし、また、その状況によっては増資

部分で回遊性が図られれば非常にうれしいなと思って

の可能性もあるかと思いますが、その辺の状況につい

いますので、行政もそうですけど、どちらかといえば、

てもお伺いしたいと思います。

空き店舗を活用した家賃補助金とか、そういう部分が

もう一つは小久慈焼企業組合ですが、余り元気がな

ございますので、チャレンジショップの事業、そうい

いなあというふうな見方をする人が多いわけですが、

う部分を活用してやっていただける方がいれば、うれ

この経営状況と市の指導、そしてまた、支援状況につ

しいものと思っていますので、そういう部分に期待し

いてお伺いします。

たいと思います。
以上です。

もう一点は空き店舗対策にもなるかと思いますが、
よくほかの町を見てみますと街角資料館、街角博物館

○委員長（八重櫻友夫君） 小倉委員。

というようなので誘客を図っているようなところがあ

○小倉建一委員 今のこの街角資料館ですが、それほ

りまして、そういう考え方、市のほうで施設を借りて

ど予算もかからないと思うんですよね。例えば、雇用

そういう市内に何カ所か資料館、博物館のようなもの

の関係の再生特別交付金等も活用しながら、市内に眠

をつくる考えはないのかどうか、お伺いしたいと思い

っているいろいろ宝物を展示してというようなことを

ます。

しないと、どうも市内を回るコースをつくるよと言っ

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

てもなかなか魅力がないかなと思っておりますが、再

○商工観光課長（一田昭彦君） ３点のご質問をいた

度それに向かって考えてみるとかというようなことを

だきました。

ひとつ答弁願いたいと思います。
○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

まず、土風館の株式会社街の駅・久慈の経営状況で
ございますが、ご承知のとおり年々目標である57万

○商工観光課長（一田昭彦君） 確かに現在、国から

3,000人を上回った入り込み数がございまして、こと

の交付金でありますふるさと雇用とか、緊急雇用等で

しにつきましても、まだ数字は正式な部分は３月まで

対応できそうな事業でございますので、研究したいと

で出ておりませんが、昨年を上回る勢いでの伸びとな

思いますが、ただ、これは国、県からの枠がございま

っています。ただ、売り上げのほうにつきましては昨

すので、枠で県のほうからまだ余裕があるのであれば

年よりもことしのほうは若干上回っているものの、い

何かかにか考えていきたいと思っています。
以上です。

わゆる当初目標としていた売り上げには若干足りない
ということで厳しい経営状態というのには依然変わり

○委員長（八重櫻友夫君） 下舘委員。

ないと理解しております。

○下舘祥二委員 77ページの上から３段目４段目、ア
ンテナショップモデル事業費、それから駅近アンテナ

増額等については、特に今のところは考えていない

ショップ事業費、この辺に関連してというか、この辺

状況でございます。

ちょっとこれの経営状況っていうか、それをお知らせ

あと小久慈焼の経営状況につきましては、いろいろ

いただきたいことと。

小久慈焼さんのほうは、昨年の例年やっていました小

それから、実は盛岡の大通り商店街の役員の方とこ

久慈焼陶器まつり等も中止したりとかということでご
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の間お話する機会がございまして、いろいろくだけた

盛岡のほうの商店街、大通り商店街とか、そういう

お話したところ、大通りの街の中もやっぱり大変苦戦

部分での新たなアンテナショップ等の考えはというこ

して、空き店舗が多い。その中で元気にやっているの

とでございますが、市のほうでも先ほど言いましたふ

はアンテナショップというか産直だという話を伺いま

るさと雇用再生特別基金事業の県での枠があるのであ

して、ちょっと見せていただいた箇所があるんですが、

れば、改めて枠をいただいて、公募することも可能で

それが安代の生産者の方々と、それから魚は大船渡か

すが、現在、その枠がない状態ですので、引き続き県

どこかから、それらを組みあわせた形で、毎日じゃな

のほうから予算をいただけるような形で頑張ってみた

いのかな、そういう形でやっている空き店舗というか、

いと思いますし、盛岡で現在やっている業者が好評で

店舗を借りてやっているところを見せていただきまし

ありますので、実は新たな店舗拡大もにらんでいると

て、大変お客さんがいっぱい来ておりまして、これは

の情報を得ていますので、そういう部分と一緒に相談

大変いいものだなあと思って見てきましたが。それら

して対応していきたい考えでございます。
以上です。

に挑戦していくというお考えがおありかどうか、その
辺ちょっと含めてお聞きしたいと思います。よろしく

○委員長（八重櫻友夫君） 下舘委員。

お願いします。

○下舘祥二委員 ありがとうございました。それで、

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

これは盛岡の大通りといえば、岩手県ではやっぱり一

○商工観光課長（一田昭彦君） アンテナショップに

番の街並みだと思いますが、そこでやっぱり先ほど久

ついてご質問いただきました。

慈からの店っていうの、確かみたけだったんじゃない
ですか。そっちのほうでも大繁盛ということですので、

まず、３行目のアンテナショップモデル事業につき
ましては、ふるさと雇用再生特別基金事業を活用しま

大通りのほうに出れば非常にこれは、久慈を売る意味

して、ご承知のとおり盛岡において久慈地域の特産品

でも、県内ですから久慈はもう皆さんわかっておると

を販路拡大するもので、21年、22年、23年と３年間実

思いますけれども。また、八戸のそういう繁華街の部

施しております。こちらのほうは５名の雇用を生んで

分も随分空き店舗とか、そういうのはあるようでござ

います。そして、４行目駅近、駅の近くということで

いますので、そっちのほうにも一つそういう何という

駅近アンテナショップ事業ということで、これも同じ

か、足掛かりというか、つながり見つけながら進んで

ふるさと雇用を使いまして、当市の観光の窓口であり

いくべきだと思いますので、ひとつよろしくお願いし

ます駅前で久慈の特産品を販売するとともに情報発信

ます。

をするという事業で、こちらのほうも21、２、３の３

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

カ年で２名の雇用です。

○商工観光課長（一田昭彦君） 今後、検討していき
たいと思います。

経営状況でございますが、盛岡のほうのアンテナシ
ョップにつきましては非常にお客さんからの反応もよ

○委員長（八重櫻友夫君） 佐々木委員。

く、また、毎朝久慈から新鮮な海産物を届けていると

○佐々木栄幸委員 何点か、質問させていただきます。

いうことで、夕食時にちょうど間に合うような、そう

一つは75ページ、教育旅行に関してでありますが、

いうような形でございます。また、店内で刺身等を切

けさの新聞で体験学習協会が内閣総理大臣賞を受ける

っていただくといいますか、そういうようなこともや

ということで、非常に体験学習が評価されているとい

っておりますので、非常に好評でございまして、経営

うことで、うれしく思っております。その努力には感

状況もいいという話を聞いていました。

謝申し上げます。

もう一方、駅近のアンテナショップのほうでござい

そういう中で、海を利用した体験学習もこれから行

ますが、こちらのほうにつきましては駅前の乗降客が

われると聞いておりますが、その状況、どのような体

かつてに比べますとかなり減っているということもあ

験をさせるのか。それから、民泊の受け入れ体制がど

りまして、２人の雇用を生み出すぐらいの収益にはつ

のようになっているのかをお聞きしたいと思います。

ながってないということで、非常にこちらのほうは苦

それから、あとは77ページ、海女センターと北限の
海女の関係になるかと思うんですけれども、海女セン

戦をしております。
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ターが開設されたことによって、かなりの誘客が見込

すけれども、そこに一つの学校がお出でいただいて、

まれていると思います。そういう中で昨年度も海女さ

実際民泊をしたというふうな状況になっております。

んと共同した誘客が行われてきましたが、ことしはそ

そのほかにも今言ったとおりエージェントさんのほ

れを上回るような事業とか、何といいますか、効果の

かにいろいろな一般の方々の視察等もございまして、

あるようなことをどのようなことを考えてやっていこ

来年度以降に向けて具体的に受け入れをしていきたい

うと思っているのか、その辺をお聞きしたいと思いま

と。そのために市といたしましては、誘致活動をして

す。

いきたいと思いますし、受け入れ推進母体であるふる

それから、もう一つは秋まつりについてであります

さと体験学習協会さんにつきましては、営業、セール

が、桟敷席については、たいした観光客の方から好評

ス等を積極的にしてもらいたいと思いますし、あるい

があったように聞いています。その辺を今年度は増設

は市といたしましては支援をしてまいりたいなと思っ

するような考えがあるのか。また、場所をさらに設け

ているところでございます。
それで、どのような体験を実施しているのかという

てやる予定を考えているのか、というのが一つ。

ふうなことでございますけれども、山の体験と一緒に

それから、もう一つは前夜祭についてでありますけ
れども、前の質問のときも前向きな答弁をいただいた

連動したものもありますけれども、ウニの殻むきとか、

と思っております。まだ、やっぱり狭いというような

それから漁師さんから実際船に乗せてもらって漁の体

声は聞きます。というので、さらなる広さというか、

験、漁の様子を見ていただく、あるいはとった魚をさ

場所というか、そのようなことをどのように考えてい

ばく、それは実際のお母さんとか、漁師さんからさば

るのか、お聞きしたいと思います。

くところを見せてあるいは一緒にやってというふうな

○委員長（八重櫻友夫君） 蒲野交流促進課長。

体験、それから魚のつかみどり体験というふうなもの、

○交流促進課長（蒲野喜美男君） 委員ご承知のとお

そういうふうなものを現在、実証して体験プログラム

り、あるいは皆様ご承知のとおり、けさの新聞でふる

として可能なものとして取り組んでいるところでござ

さと体験学習協会がオーライ！ニッポン会議が主催す

います。

る表彰事業で内閣総理大臣表彰いただいたというふう

それから、民泊の整備状況はどうなのかというふう

なことで、これにつきましては久慈市をはじめあるい

なことなんですけれども、これにつきましては、衛生

は受け入れ推進母体であるふるさと体験学習協会と連

安全講習会等を実施いたしまして、民泊体験今、一生

携して市内外の交流、人口拡大というふうに取り組ん

懸命拡大しようというふうなことでございます。海の

だ成果だと思って、うれしく思っておりますし、皆様

体験ということで申し上げますならば、現在、確実に

方にも感謝申し上げたいと思います。

２軒ですか、２軒は受け入れが可能で、それに今、一
生懸命お願いしておりますので10軒以上は、今時点で

それで、委員さんご質問のとおり、海のプログラム、
これについてはどうなのかというふうなことなんです

受け入れが可能というふうなことになっております。

けれども、昨年度21年度から本格的に海のプログラム

ただ、受け入れに当たっては、10軒程度ではまだま

の開発実証に入っております。それで、これまでは山

だ、不足です。ですから、今月もまた、侍浜地区に入

の体験が主だったわけですけれども、当市には山、里、

って説明会なり、勉強会なりありますけれども、もっ

海といろんな資源がありますし、豊富な自然あるいは

ともっとふやして、海のほうに積極的に誘致してまい

生活文化、郷土料理というような資源がございます。

りたいなと思っておりますので、ご協力、ご理解をお

それらを活用した海のプログラムというふうなことで、

願いしたいと思います。
以上です。

先ほど申し上げましたけれども、21年度から本格的に
着手いたしまして、昨年、今年度とかけてエージェン

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

トさんへの営業あるいは実際の視察、それから子ども

○商工観光課長（一田昭彦君） それでは、海女セン

農山漁村交流プロジェクト事業というものなんですけ

ターとあと秋まつりのほうについてお答えしたいと思

れども、一つの学校から海のほうの体験というふうな

います。
海女センターのほうにつきましては、昨年オープン

ことで、具体的に申し上げますけれども、侍浜地区で
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しまして、多くの観光客に訪れていただきました。ま

等も入れたような考え方というか、そういうのも取り

た、これから小袖までの道路も改良になるということ

入れたらいいかなと思いますので、その辺の考え方を

で、今後多くの観光客に訪れていただくことを期待し

一つお聞きします。
それから、秋まつりの桟敷席はやっぱりこれからも

ております。
そこで、来年はＤＣキャンペーンの前年ということ

どんどん誘客の関係に当たってもふやすべきだと思い

もありますので、県での物産展とかキャンペーン等も

ますので、実行委員会のほうにそのような助言等をし

例年以上に多くあると思いますし、また、市としても

ていかれたほうがよろしいかと思います。

独自にキャンペーン等を展開していかなければならな

それから、前夜祭の場所、広さですけれども、道路

いと思っています。そういう部分におきまして、やは

等も活用した中でさらに見える場所を広く、検討をす

り海女さんたちの方にはいろいろ一緒に行っていただ

るような形で実行委員会等とさらに話し合われたほう

いてＰＲするなどご協力をいただきたいと思いますし、

がいいのかなと思います。
その辺の答弁をよろしくお願いします。

また、海女フェスティバルも例年、昨年も大好評でご
ざいましたので、さらにイベントを充実して対応して

○委員長（八重櫻友夫君） 蒲野交流促進課長。

いきたいと思っております。

○交流促進課長（蒲野喜美男君） 体験学習の海のプ

あと、秋まつりの桟敷席のほうにつきましては、昨

ログラムについて、もう少し事業内容を拡大したほう

年度はとりあえずということで、準備不足の部分もあ

がよいのじゃないか。具体的には釣り体験というふう

りましたが、試験的に桟敷席を設けさせていただきま

なお話でしたけれども、失礼いたしました。開発実証

した。初日はやっぱり周知不足も、あと天候もありま

している事業の中に、船釣り、海釣りですか、そうい

して、余り客の方は入らなかったんですが、２日目、

うふうなのも入れておりまして、実際研究しておりま

３日目と予約者が、利用者がふえるような状況になり

すので、実施については可能なプログラムの一つにな

まして、おおむね好評であったと思っております。

っております。

こちらのほうにつきましては、今後秋まつり実行委

ただ、委員さんおっしゃるとおり、まだまだ、海の

員会等で増設するのか、あるいは場所もあそこでいい

町というふうなことで、海を活用した内容を拡充する

のか、そういうのも含めまして、さらに検討をしてい

必要があろうかと思います。今後、地域の方々と協力

きたいと考えております。

連携しながら、もっともっと拡大した事業内容を拡充
して、教育旅行受け入れ等の推進に努めたいと思いま

それと前夜祭の会場でございますが、確かに実行委
員会等の中では狭くてさらなる広い場所は、という声

すのでご理解をお願いいたします。

もありますが、また、一方では土風館を中心にやりた

○委員長（八重櫻友夫君） 山田委員。

いという思いがある秋まつりの各組の意見もございま

○山田光委員 ２点ほどお伺いをさせていただきます。

す。そういう部分を考慮しまして実行委員会として土

まず、海女フェスティバル、この実行委員会に出す
補助金はたしか、私がこの第１回を企画したものであ

風館で開催した経緯がございます。
また、この開催場所につきましては、また、改めて

りましたが、すぐその後に30万円の補助金をなってい

秋まつり実行委員会の山車運行部会で協議し、決定す

る。この海女というのを久慈市でもどんどん売り出し

ることになろうかと思いますので、ご理解いただきた

ているわけですから、例えば要求がなくても、いや、

いと思います。

これで行こうというんだったら、これに上積みしても

以上です。

やっぱり補助金を上積みしてでもいろんな発信をすべ

○委員長（八重櫻友夫君） 佐々木委員。

きだろうと、このように私は思っております。その考

○佐々木栄幸委員 体験学習については大体わかりま

えについて、何かの収入があればそちらのほうに回し

したけれども、もっともう少し、事業内容を拡大した

ていただけるかどうかも含めてお伺いをいたします。

ほうがいいんじゃないかと思っております。というの

それから、土風館と風の館の建物でございますけれ

は、やはり海の町ですので、釣り体験なんかはなかな

ども、これは事業主体が別なのか、私もちょっとあれ

か都会の子たちには経験ないと思いますので、海釣り

ですけれども、あそこは30センチかなんぼのつなぎ目

－54－

があいているわけですよ。よく私、言われるんですけ

あと、海女フェスティバルの実行委員会の補助金で

れども、何もそれは建てるときはあけなきゃならない

ございますが、例年ずっと30万円の補助金でございま

けれども、その後何かいい方法があるんじゃないかと。

す。内容等も小袖生産部とか、海女の会等にもかなり

雨が入る、雪が吹き込む。あそこに座っていてもビー

のご協力といいますか、実行委員会の会長が生産部の

ルに雪が入ってくる。冬には余りビール飲みませんけ

会長でございまして、市のほうでもそういう部分で連

れども、いずれにしてもそういう状態がある。何とか

携して実施しております。
22年度は合併の補助金によりまして、プラス100万

してくれないかというお話をいただいているわけです。
これは、やっぱり建てたときは建てたときでありま

円でいわゆる「アマリン」というキャラクターを策定

すけれども、そういったものを何とかできないものか

したり、充実してやることができました。今後の補助

なあというのが思いでありますが、私もそういった意

金のほうにつきましては、例年大体、これぐらいでど

味ではこれは大変難しい面もあるわけですけれども、

うにか出資も推移している形でございますし、また、

いつ完成検査が終わればあそこにふたができるのかど

できるだけお金のかからない方法でイベントをさらに

うなのか。完成検査が終わったわけですけれども。市

充実していきたいと思いますので、ご理解いただきた

長、なんですか、首振るというのは。完成検査が終わ

いと思います。

ったから落成したのはいいですけれども、その後の話

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

を私しているんですよ。それは市民の声なんですから。
そこで、あそこにふたを屋根をつける気がないかど

○商工観光課長（一田昭彦君） 土風館のつなぎ目と

うなのか、できないのかどうなのかというのをお伺い

いうのは、いわゆる多目的ホールと土の館とのオープ

します。

ンスペースのことで理解してよろしいわけでしょうか。
そこの部分につきましては土風館と風の館、そもそ

○委員長（八重櫻友夫君） 山内市長。
○市長（山内隆文君） 完成検査が終わったら後はい

も建てた事業主が違いますし、それぞれの予算で建て

いんじゃないかというご指摘でありますけれども。そ

ている部分でございます。あとは、現在オープン施設

の点について、私はそれは明らかに違ったご指摘だろ

としてビヤガーデンに活用したり、そういう部分での

うと、こう思っております。この点はご理解をお願い

いろいろな多目的に利用していると理解しております

いたします。

ので、現在のところあそこにふたをするとか、という
ような考えには至っておりませんので、ご理解いただ

残余の質問については、部長等から答弁させます。
○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。先ほ

きたいと思います。

どの佐々木委員の答弁もあわせてお願いします。

○委員長（八重櫻友夫君） 山田委員。

○商工観光課長（一田昭彦君） わかりました。それ

○山田光委員 いや、それはわかるんです。わかるん

では、先に先ほどの佐々木委員の答弁のほう、秋まつ

ですが、今のところ考えがないということですから、

りの桟敷席とか、前夜祭の場所等でございますが、桟

将来というか、近い将来ぜひ考えてもらいたい。これ

敷席、秋まつりには現在、宮古方面とか盛岡、首都圏

は要望です。本当にお願いします。行く度行く度しゃ

のほうからのツアー客もございますので、桟敷席がよ

べられるんです。よろしくお願いします。もう一回答

りふえれば、こういう部分での利用がもっとふえると

弁。

思いますので、いろいろこういう部分も含めまして今

○委員長（八重櫻友夫君） 下舘産業振興部長。

後検討するように、実行委員会のほうに申し入れした

○産業振興部長（下舘満吉君） 土風館のところにつ

いと思います。

いてのご質問、今、課長のほうからご答弁申し上げま
した。

また、前夜祭の場所につきましても、確かにいろい
ろな思いはありますし、いろいろな事情もございます

現実的にはそういう形での建て方も別々の予算の中

が、より安全・安心に見学できるような形での前夜祭

でやられているということもぜひご理解をひとついた

の開催というのを申し入れしていきたいと思いますの

だきたいこと。そしてまた、今現在の活用の仕方もそ

で、ご理解いただきたいと思います。

ういう形で活用している。あるいは今、委員おっしゃ
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られたようなご意見もあろうかと思います。今後の活

まず、観光ツアー造成事業でございますが、当市の

用につきましては、街の駅・久慈、さらには市当局の

観光イベント等にあわせてバスツアーを企画実施する

ほうの管理している風の館のほうの関係、あとは観光

ことによって、外のほうから観光客の誘客を図る。そ

物産協会等ともお話し合いをしながら、どういう方向

して、ツアーのＰＲをすることによりまして、イベン

があれば一番いいのかということも、今後協議をして

トそのものをＰＲするという目的で実施しております。

みたいと思います。

特にも、このバスツアーを活用し、多くの観光客に来

○委員長（八重櫻友夫君） 砂川委員。

ていただきまして、それが口コミとなり、リピーター

○砂川利男委員 75ページ、何点かお尋ねをいたしま

につながれば大変いいものと考えておりまして、ツ

す。

アー造成費としてバス会社、提案方式でございますが、
バス会社等へ委託費を計上しております。

このやまぶどうブランド開発事業という項目がござ

そのことにより通常より格安で参加できるというこ

いますが、この中身を簡単でよろしゅうございますの

とで、多くの参加者を期待しております。

で教えていただきたい。
それから、一番下から２番目の観光ツアー造成事業

あと、紹介宣伝事業でございますが、これは当市の

あるいは紹介宣伝事業とかいう項目がうたってござい

観光振興、観光誘客を図るためにより効果的な情報発

ますが、この中身についてお知らせをいただきたいと

信、それをするため宣伝ＰＲの費用でございまして、

思います。

例えばリーフレットの印刷、パンフレットの印刷、増
刷、それから先ほどお話しました来年度はポスターを

それから、研究機関等連携促進事業費補助金という

印刷したいということで考えております。

のがございますが、何をこれは研究する機関なのか、

また、いろいろなマスコミ等の媒体、新聞、雑誌、

簡単でよろしいですので教えていただきたいと思いま
す。

イベントなんかにおきます広告費、そういう部分を計

○委員長（八重櫻友夫君） 菊池産業開発担当部長。

上した金額。それといろいろな物産展、それから観光

○産業開発担当部長（菊池修一君） まず、最初にや

ＰＲキャンペーン等に派遣するための旅費等でござい

まぶどう開発事業費補助金ということの中身について

ます。
以上です。

のお尋ねでございますが、これは久慈市ではひとつの
資源であるやまぶどうにつきまして、さらに高付加価

○委員長（八重櫻友夫君） 砂川委員。

値をつけて利益率の高い商品を生み出して、生産者、

○砂川利男委員 ただいまやまぶどう開発に関するお

それから産業関係者の収益体制を改善するということ

答え、その他いただいたわけなんですが、これは山形

で新たに商品を開発するという中身でございまして、

村時代の話で大変恐縮なんでございますが、山梨ジ

この事業につきまして、新たに２名の新規雇用が生ま

ュースというものを開発をして、県のほうから何か山

れるということで、考えてございます。また、その委

形村には特産品がないから、何か考えて開発をしなさ

託先としては現在、佐幸本店さんを考えているところ

いということが発端で始めたように記憶しておるんで

でございます。

すが。そのときに天然の山梨を収穫してジュースをつ

それから、次に研究機関等連携促進事業費補助金の

くったのが非常に当時は好評を得たような気がしてい

中身でございますが、これにつきましては市内の業者

るんです。それをどこに販売するなり、事業の権利と

が何か開発をしたいと言ったときに、大学と連携をし

いうか、それを公費で開発したというか、そういう意

て研究を進めるための経費にかかるものに補助をする

味合いが濃いものだから、決めようかというときに今

ものでございまして、１件当たり30万円を限度に補助

の平庭観光開発株式会社に任せたらいいんじゃないか

を出しているものでございます。

という意見がございまして、そのときに会合に私も出
席しておったものですから、いやいや、平庭観光開発

以上でございます。
○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

株式会社がだめだとは言わないけれども、私は村内で

○商工観光課長（一田昭彦君） 観光のほうで２点ご

あれ、だれであれ、やる気のある人を募って、そこに

質問をいただきました。

行政が支援をしていくんだという形を続けない限り、
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これはすぐ息切れするようなものだと。何でそれが見

でもどこでもいいですけれども、ＪＲの電車に乗って

え見えのところなのに平庭観光開発株式会社に販売の

いく、あるいは飛行機に乗っていったときに、巨大な

権利を任せなきゃならないんだという議論をさせてい

宣伝看板がございます。それはほとんどが関西の寺々

ただいたことがあるんですけれども。それがまさしく

あるいは庭園とかそういうものが真っ正面のいいとこ

私が言ったとおりに私はなったように理解しておるん

ろに優先して陣取っているように私には感じられてな

ですけれども。それはそれで一理あろうかと思うんで

りません。しかしながら、この陸中海岸国立公園とい

すが。

うものは日本の観光名所ではナンバーワンをずっと維

今の久慈市を取り巻く現状から見たときに、かつて

持してきている。その一角に久慈市があるという前提

はこのやまぶどうというのを開発された佐幸本店さん

で考えれば、私は田野畑の写真は悪いとは言わないけ

が、一時的にすごい脚光を私は浴びたと理解している

れど、すばらし過ぎるんですけれども、久慈市にも私

わけですが、しかしながら、現在では他の町村もこれ

はすばらしいところをカットした写真を撮っていただ

に開発に乗り出して、今ではやまぶどうと言われても

いて、日本中にＪＲの一等地のいいところに掲載させ

余り新鮮味が薄れてきたんでないかなというふうに思

てもらうというような手法も宣伝の中には考えていた

いますので、私は今の現状で見るならば、この山梨と

だきたいという意味でこれを申し上げているので、後

いうのは山に木自体がなくなってきているんだけれど

で簡単でいいですので回答をお願いします。

も、まだ、かすかには山梨が存在して収穫も幾らかは

それから、もう一つ、77ページの猪谷千晴杯スキー

できうる状況に私はあると思うんです。そういったと

大会についてお伺いします。この猪谷千晴という人は

ころをやはり開発して民間に下ろしていくんだという

どういう人だかといえば、私よくわからないんだけれ

手法をこれは考えてみたらいかがですか、という意味

ども、私の記憶が間違いでなければ、日本でアルペン

で申し上げるというようにご理解をいただきたい。

スキー大会で３位か何かになった唯一の人でないかな

それから、この紹介宣伝事業、観光ツアーも一緒な

というふうに理解しておるんですが、これを久慈市に

んですけれども、先ほどから回遊性の問題も出ている。

合併になる前にこの名称を山形村で使ってきたわけな

それに一生懸命取り組んでいくんだという、確かに私

んです。私は世界に名をはせた人の名前を使うという

もそう思います。しかしながら、久慈市に来たときに、

ことは、それに通じるだけの息の長い行政の取り組み

よその人が来たときに１時間でも２時間でも久慈市内

が私は必要であったとのでないかなあというふうに思

をどこを回遊するかということになったときに、文化

えてなりません。
ですから、たまたま久慈市には平庭高原というス

財の、教育委員会のほうにお話ダブるんですけれども、
地図が必要だと思うんです。そういう面ではすばらし

キー場が存在するわけでございますから、そういった

い食のマップができておるんですけれども、これと同

ところに向けても猪谷千晴をしのぐぐらいの人間が久

じ意味を持ってくると思うんです。

慈市には育ったんだというのは、やがては出てくるよ

久慈市内を知る、久慈市内をどこに行ってみようか

うなとらえ方をもってこの名称を使うべきでないかな

といったときに、何を感じてくるかという部分はどれ

というふうに思いますが、そこのところの認識をちょ

だけあるかということだと思うんです。そのときに久

っと聞かせていただきたい。

慈市内の商店街あるいは商店街から比較的近い範囲を

○委員長（八重櫻友夫君） 菊池産業開発担当部長。

見たときに、そういったものを目新しいものを感じる

○産業開発担当部長（菊池修一君） やまぶどうの開

部分は私は乏しい状況だというふうに思うんです。こ

発ということにちなんで、また、ほかに山形町にはも

ういうところに力を入れずに進んでいくと、いつまで

っと山梨というふうなすばらしい資源があるというこ

も育つべきものも育たないような気がするんです。そ

とでございますので、これにつきましても今後は地元

ういった中から、何を申し上げたいかというと、私は

と十分連携を図りながら、どのような形でやっていけ

陸中海岸国立公園というものをもっともっと、この言

ばいいのかというあたりを今後研究してまいりたいと

葉を大事に使うべきでないかなというふうに思ってい

思います。
以上です。

ます。それは盛岡とか八戸とか仙台でも東京でも九州
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○委員長（八重櫻友夫君） 下舘産業振興部長。

おりますことは光栄であると思っておりますし、そう

○産業振興部長（下舘満吉君） 私のほうからはツ

いった意味でスキー場のサイド千晴ということもその

アー造成費あるいは紹介宣伝事業にかかわって陸中海

名前を冠しまして、サイド千晴というふうに千晴とい

岸国立公園、ぜひともこの久慈にも名所、景勝がある

う名前をつけさせていただいたと思っております。

だろうから、そういったものをポスターにして各ＪＲ

いずれ、この名前をほかのほうにどういうふうに出

の駅等に掲示してＰＲをもっとしていくべきだと、こ

していくかということになりますと、本人の名前をと

ういうお話でございました。まさにおっしゃるとおり

いうのは、なかなか簡単にほかに使えるものでもない

だと思います。しかしながら、委員もおわかりのこと

と思っております。いずれ宣伝しながらスキー大会を

でありますけれども、ポスターをつくることについて

盛り上げていきたいと思っております。過去には県大

はできるかとは思いますけれども、すべて各駅に掲示

会等のスキーで山形町の子供さん方が活躍した経歴等

するとか、いろんな部分でいきますと相当なる経費と

もございます。
お答えになるかどうかちょっと大変失礼ではござい

か、いろんな掲示するための交渉等々も発生してくる

ますが、以上でさせていただきます。

と思います。
いずれにいたしましても、この諸事業につきまして

○委員長（八重櫻友夫君） 委員の方々、そして当局

は、いろんな形でここにあるものを活用しながら、見

の皆さん方にお願いいたします。第７款商工費、大変

ていただきながら、そして楽しんでいただく。最終的

重要な項目ではございますが、たくさんの委員の皆さ

には私は食も含めてでありますけれども、そういう形

ん方からご質問いただきたいと思いますので、質問は

でいろんなイベントにツアーでお出でをいただいて、

簡潔にお願いしたいと思います。
大沢委員。

この久慈市を知っていただくという形で進めてまいり
たい。それが少しずつでも進んでいくことによって拡

○大沢俊光委員 委員長から言われたとおりこれだけ

大がされていくものだと、このように理解をしており

時間がかかって、これだけ論議されたというのは、や

ますので、今後ともそういう方向性で頑張ってまいり

はり市民を代表する私らからすれば、非常に重要な政

たいと思いますので、ご支援よろしくお願いいたしま

策になりつつあり、人口減少化時代の大事な政策だな

す。

あと。この75ページの街なか再生回遊と絡めて、各論

○委員長（八重櫻友夫君） 角産業建設課長。

それぞれ心配をし、執行権者の皆さん方の思いをやり

○産業建設課長（角伸之君） それでは、私のほうか

とりしてかなり熟議ができました。
私は一つ申し上げたいのは、総論の部分でございま

ら猪谷千晴杯のスキー大会に関連いたしましての砂川

す。思い出していただきたいんですが、私はある意味

委員さんのご質問にお答えいたします。
猪谷千晴さんという方はいわゆる経歴につきまして

で山内市政の最高の成果の一つでないかなと思ってお

はちょっと定かではありませんが、銀メダリストとい

りますが、街なかを再生する事業を総務省、国に申請

うふうに伺っております。いずれＩＯＣの委員さんと

して、この新しい事業の３番目でしたか、いずれ５本

か、役員さんですか、そういった方をなされた方であ

の指の回数で順位で入る事業を立ち上げて、それが取

りまして、非常に高名な方でありまして、その名前を

り上げられ、認可され、この街なか再生、いわゆる核

いただいたスキー大会を開催できますということは非

施設土風館ができたと、これがとても大きい。それで

常に光栄であると思っております。

入り込み人口で言うと65万人ですね、21年度の実績。

名前をいただいたのは平庭高原スキー場にどういう

これがかなり大きな牽引になり、そして山形と合併し

ルートでしたか、ちょっと私は記憶がないんですが、

たことによる教育旅行、あるいは自然がある海女、自

いずれお出でいただきましたときに猪谷千晴さんがそ

然、これらが宝だということを認識しながら議論する

の名前を使っても、スキー大会の名前を使ってもよい

わけですが。
そこで、どうですか。私今回はちょっと総合政策の

ということを、猪谷千晴さんから了解を得て、その名

中でお話ししてますが、口出ししたり、横の連携軸の

前を冠したというふうに思っております。

中で第２弾、回遊する場合にどこを回遊したらいいか、

いずれ非常に高名な方の名前を使わせていただいて
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どこを行ったらいいかというのに、土風館が核ならば、

ず、観光につながるかと思うんですが、県北バスさん

私はやっぱり駅前が第２弾あるいは第１弾に並ぶ核だ

が今盛岡との関係で２往復走っております。それで、

と思うんです。この辺あたりを総務省なり、ひとつト

１泊往復バス賃付きで7,000円というのを発売してい

ップセールスというのもおかしいんですが、市長、そ

るんです。これ、久慈から盛岡はあるんだけど、盛岡

の実績に基づいて第２弾の駅前特区というのがあるか

から久慈がないんですよ。これはぜひ、せっかく県北

どうかわかりませんが、国の施策を入れ込みながら、

さんが久慈から行くのについてはそういうのをつくっ

都市計画まちづくりの政策を考えるべきだと、こう思

ていますが、１泊付きで7,000円、しかも往復5,000円

うんでありますけれども、ひとつ総合政策部長でもい

しますよね、バス賃が大体。それがついて7,000円な

いんですが、三役の中でさらにこれを発展させる考え

んですよ。それが逆に盛岡から久慈が出たら、観光客

方、思いについてビジョンをお尋ねしたいと思います。

も来やすいし、高齢化社会の中で車運転しない人が出

○委員長（八重櫻友夫君） 大湊総合政策部長。

てきます。しかも、２往復ですから朝一で来ると昼に

○総合政策部長（大湊清信君） また課題、新しくち

は着くんです。午後遊んで夜泊まって、次の日午前中

ょうだいいたしましたけれども、確かに駅前再開発、

遊んで夕方のバスで帰れるんですよ。そういう旅行日

20年ほど前にもそういう計画は持っておりましたけれ

程が企画できます。

ども、それをもう少し具体的な方策として考える時期

そうしますと市日の前の日に来ますよね。前の日乗

じゃないかなというふうには私自身考えているところ

って、朝市、午前中行かないと物がなくなりますから、

でございますけれども、いかんせん、さまざまな事業

そういう流れも私は想定できるのかなというふうに思

がたくさんございますので、そことの整合性もとられ

いますし、さまざまなイベントをやるときに、利用さ

なければいけないということもございます。

れるんではないかなと思います。この場合、今、県北

いずれにいたしましても、今の課題というのは大き

さんは特定のホテル、自分で予約するんですね。その

な課題だというふうに私のほうではとらえているとこ

上で切符を買うということになっています。したがっ

ろでございます。

て、久慈市内のホテルがそういう提携できるかどうか
というのがありますので、そういう努力をしてみる必

以上でございます。
○委員長（八重櫻友夫君） 大沢委員。

要があるんじゃないかというふうに思うんで、お聞か

○大沢俊光委員 行政が主導でやればいいのか、民が

せ願いたいと思います。

主導でやればいいのか、あるわけですが、商工観光と

それから、もう一つ、街なかの大型店がどんどん郊

いう大事な組織があるわけですけれども、その辺はひ

外に出て、どんどん疲弊している状況の中でどう街な

とつ連携して知恵袋を出し合って、展望を図っていた

かをという、きょうも議論ありました。そこで私以前

だきたい、このように思うところでございます。考え

からお話申し上げているのは久慈にマンドリン音楽が

方をもう一度お願いします。

流れて50年過ぎました。依然として隆々として今、そ

○委員長（八重櫻友夫君） 大湊総合政策部長。

れが生きておりまして、久慈中学校、久慈高校、社会

○総合政策部長（大湊清信君） 後期計画を策定いた

人ということで、１年中どこでも聞けるということが

します今段階で、組織内の連携というのは十分ご説明

あります。
実は名古屋市にマンドリン博物館があるんだそうで

申し上げたつもりでございますし、これからの５年間、
そこのところには意を配ってぜひ事業推進に努めたい

す。そこがどういう経過でできたのかについてはまだ、

というふうに考えております。

私知る由もないんですけれども、ＮＨＫラジオで聞き
ました。

これについてはいろんな大きな課題ということでご
ざいますので、一部署だけにとどまらず市組織、総合

そこで、私は街の中にいわゆるライブハウスみたい

的な取り組みをしたいというふうに考えております。

なのをつくって、例えば久慈マンドリーノに指定管理
して、そこをやって日常的に使っていつでも弾けると

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 城内委員。

いう状況をつくれないのか。あるいは違うジャンルの

○城内仲悦委員 数点お聞かせください。第１点はま

音楽家たちもそこに集って、街なかでできないのか。
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そういう、幾ら、余りお金をかけなくても工夫できる

方々が新鮮な野菜等を運んできて、そこでやっぱりお

ような気がするんですが、せっかく50年もすぎる歴史

客様と対話しながら商売している。そのことでその地

があるものを、柔道の町久慈もいいです。同時にマン

域にある店にも十分回遊するということが生まれてお

ドリン音楽の流れる町久慈っていうキャッチフレーズ

ります。そういった意味では市日は市日として当然必

も私あっていいんじゃないかと。全国になかなかない

要ですけれども、そういう久慈駅前に展開するとか、

です、これは。ぜひこれは宝物だと私思っていますの

そういった形での軽トラ市についても検討してみる必

で、ひとつ研究してみてほしいなあと思います。

要があるんではないかというふうに思うんですが、お
聞かせください。

それから、今、高齢化社会がどんどん進行する中で
買い物難民、買い物に行けないという人がふえてきて

○委員長（八重櫻友夫君） 一田商工観光課長。

おります。そういった中で移動販売車、久慈市内も何

○商工観光課長（一田昭彦君） それでは数点にわた

台か走っていますが、実は山形町の荷軽部とか日野沢

りご質問がありましたので、お答えしたいと思います。

のあたりに２業者が走っているというふうに、この間

まず、盛岡から県北バスの宿泊ホテルとのパックで

伺いました。そういった方々が軒先に食料を運んで販

ございますが、確かに私も見てて非常に便利なものだ

売していると。まさに高齢者にとっては日常生きてい

なあと、しかも格安だなあと思っていました。盛岡か

く上で不可欠なものがその二つを通じて暮らしを立て

ら久慈がない。今言われて、確かにそうだったなとい

ているんです。そういう意味で久慈市内、あるいは久

うような思いがあります。これはお話しのとおり非常

慈保健所管内といいましょうか、何台の移動販売車が

に観光として有利な、もし対応できるのであれば、非

現在動いて、そういう役割を果たしているのか、承知

常に魅力的なパックとなりますので、こちらのほうは

しましたらお聞かせいただきたいというふうに思いま

県北バスのほうと可能かどうかについて協議、声をか

す。

けていきたいと思います。
あと、街なかでの例えばいろいろなライブハウス的

もう一点は、もぐらんぴあの委託費がことしも、債
務負担ですから4,620万円措置されていますけれども、

な部分につきましては、これまで土風館の多目的ホー

一定年数経過してきているわけですが、そこで修理費、

ルで街なかライブということで市内のいろいろなバン

いわゆる修繕費、あるいはリニューアルが必要かとい

ドの方とか、いろいろな方を呼んでライブをやってい

うふうに思っているんですが、平成23年度においては、

ますし、また、十八日町での施設でもライブハウスを

あるいは繰越明許もあったように思うんですけれども、

やっておりますが、例えば銀座通りとかそういう部分

平成23年度中における、このもぐらんぴあのリニュー

でもそういうような場があれば、非常に街なかの活性

アルの内容と費用についてお聞かせを願いたいという

化としては有効な部分とは考えます。
ただ、いろいろ条件等難しい部分がありますので、

ふうに思います。
もう一点は、先ほど街なか再生の核施設ができて65

これにつきましては可能性があるかどうか、いろいろ

万人集客したというふうにお話があったところでござ

情報なんかを収集、他の市町村の情報とか、そういう

いますが、ところがいわゆる市街地への流入といいま

部分を収集しながら研究していきたいと考えておりま

すか、周遊といいますか、ないとはいいませんが少な

す。

いという状況にあります。そこで私はたしか、岩手県

あと、もぐらんぴあの修繕費のほうにつきましては、

の八幡平市が発祥の地だというふうにちょっと記憶し

今回の３月議会の補正予算で修繕費を出していまして、

ているんですけど、軽トラ市というのがあります。こ

これが翌年度に繰越明許となります。これは圧縮機、

れ今や全国にあちこちに広まって、先日ＮＨＫテレビ

塩害分解機の整備という形でございまして。すみませ

でも特集を組んでおりました。そういった意味では例

ん、ちょっとこのような機械の修理ということでござ

えば駅前の通りを軽トラ市店にして、そこを例えば歩

います。いろいろもぐらんぴあのほうは今までにも砂

行者天国にするとか、あるいは新町通りをそういう軽

の濾過器とか、いろいろ耐用年数等が迫っているもの、

トラ市の日にはそこをホコ天にしてやるとかいう形で

あるいは経過したものがございます。老朽化している

そこに人が来るような形、まさに軽トラ市では農家の

部分がございますので、今後ともこれらにつきまして
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は年次計画をもちまして計画的に修理、交換していき

す。それで、今言ったように、地域の方々の、住んで

たいと考えております。

いる方々の日常の暮らしを支えてるんです。そういっ

あと市街地の軽トラ市等につきましては、確かにい

た方々に例えば日野沢とか荷軽部の方は自分の店は閉

ろいろな手段とか、いろいろな工夫をしていますが、

めている。しかし、販売車は持ってて、それで町だと

なかなか市街地の回遊に結びついていないというのも

か歩いて、集落を移動して、集落に住んでいる方々に

実態でございます。雫石の軽トラ市というのもお聞き

届けているんです。そういった役割を果たしているん

したことはございますけれども、これらにつきまして

ですが、そういった意味では、その方々がなくなれば、

も会議所とか、市日組合とか、何かそのような形でで

日常困るわけです。そういった意味で買い物難民問題

きる方法はないのか、探ってみたいと思います。

としてとらえたときに、この移動販売車に対する支援
も含めて何か手だてがあるんじゃないかというふうに

あと、買い物難民、移動販売のほうにつきましては、
移動販売の車の台数については、把握してございませ

思うんですが、そういったことについて考えを発して

んのでご理解いただきたいと思います。

いってみることが必要だと思いますので、お聞かせい
ただきたいと思います。

以上です。

それから、軽トラ市の関係、雫石で指摘がありまし

○委員長（八重櫻友夫君） 城内委員。
○城内仲悦委員 ぜひ、県北関係のパックについては、

たがそのとおりです。軽トラ市については一部組合と

これは声をかけてみる程度じゃなくて、実現に向けて

相談するとか、そんなものじゃなくて、例えば駅前の

やはりきちっと交渉なり、相談していくというのが大

通りでやってみる、あそこをホコ天にしてあそこに30

事だと思うので、これは部長、その辺、本気にやるか

台も軽トラが来たら、お客さん来ますよ。そうすると

どうか、お聞かせください。

そこに来たお客さんはその周辺の店にもたむろするわ

それから、先ほどマンドリン音楽が流れて50年とい

けですから、そういった連携、市日の日とは違った形

うお話ししました。この認識が見当たらない、答弁で

の日を設定してやれば、私は可能なんで農協青年部と

は。やっぱり柔道の町久慈と同格とまでは、あっちは

か女性部とか、そういった物を生産してる人は必ず軽

100年も経っていますから同格とは言いませんが、50

トラ持っていますから、その軽トラに積んできてそこ

年を過ぎているんですよ、もう。しかも、厳然として

で商売するというやり方もやっぱりあっていいのでは

久慈の町で生きているんです。たしか、今度の13日の

ないかというふうに思うんでお聞かせください。

５周年にも皆さんにマンドリンを聞かせるという情報

それから、もぐらんぴあの繰越明許については補正

が入っていますが、そういった意味で再認識してほし

で聞きましたが、それ以外に新年度予算については今

いんですが、久慈市の幹部の皆さんの中でマンドリン

回、修理費は出てないということでいいでしょうか、

音楽のすばらしさというのを十分認識していただいて、

お聞かせください。

これをどう街なかのライブハウスの中で生かしていく

○委員長（八重櫻友夫君） 外舘副市長。

か。

○副市長（外舘正敏君） 私からマンドリンについて

今、久慈マンドリーノの練習場はどこかの企業さん

の意識についてお答えをいたしますが、私も振り返っ

の２階を間借りして毎週１回練習しているんですが、

てみれば中学校１年生のときに２個上の先輩方が愛好

企業さんのメンバーですけれども、メンバーの企業さ

会ということを結成をして、それがマンドリンクラブ

んにお願いした形で電気代も払うか払わないかは別に

に発展をして、今や中学校あるいは高校等にもマンド

して、そういう好意、そういった意味ではそういう専

リンクラブがあって、それぞれに東北大会とか各種大

門のライブハウスみたいなのをつくりつつ、そこをや

会等で金賞を取っているということも十分に承知はし

っぱり指定管理しながら観光に来た方にも対応してい

ております。
ただ、おっしゃるように、じゃあ、街なかライブで

くという夢のある話の方向に行けないのかというふう

定期的にというふうなお話しでありますけれども、実

に思うんですが、お聞かせを願いたいと思います。
それから、移動販売車を、これは保健所に聞けばわ

は私の久慈マンドリーノ、社会人の方々が結成をして

かるわけで、把握してないって、把握してほしいんで

いるクラブですけれども、その代表の方ともそういう
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面での話し合いもした経緯もあります。ただ、それぞ

ます。そういった意味で何台ぐらいあるかということ

れのやっている方々が仕事を持っているわけなんで、

部分については癩癩。

そこのところは非常に定期的にじゃあ、演奏会をどう

〔地震発生〕

するかということはなかなかに代表の方も厳しいのか

○委員長（八重櫻友夫君） 暫時休憩いたします。再

なというふうなことも過去にはおっしゃっていました。

開は午後１時といたします。
午前11時47分

そういうようなこともありますけれども、いずれ例

休憩

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

えば土風館、それから銀座商店街の子育て支援セン

午後１時00分

ター等の活用というのも当時いろいろマンドリーノの

再開

代表の方々とも話し合いをした経緯もありますけれど

○委員長（八重櫻友夫君） 委員会を再開する前に防

も、いずれマンドリンについてはおっしゃるとおり、

災担当部長から先ほどの地震の状況についてお知らせ

私も十分に久慈市の県内に発信する大きな宝物だとい

願います。菅原総務部長。

うふうなことは認識をしておりますので、その分につ

○総務部長（菅原慶一君） それでは、先ほど発生し

いてはこれからどうあるべきかということについては、

ました地震にかかわる状況についてご報告申し上げま

具体的に検討はしてまいりたいというふうに思います。

す。

それから、軽トラ市について若干お話しを申し上げ

本日11時45分ごろ三陸沖地震が発生いたしました。

たいと思いますが、実は私も雫石の軽トラ市について

規模はマグニチュード7.2、深さ10キロメートルでご

は承知しているところであります。あれは雫石の商店

ざいます。

街、それから商工会等々がやっぱりＪＡとも連携をし

これに伴いまして11時48分、東北地方太平洋沿岸に

ながら、その商店街の活性化について、どういうふう

津波注意報が発表されました。同時刻久慈市災害警戒

な事業を展開するかということは話し合いをして、軽

本部を設置したところでございます。

トラ市ということになったようでありますけれども、

また、同時刻11時48分に防災無線を使いまして住民

いずれそういう点では、商店街、そして、商工会議所

に津波警報発表並びに避難準備を行うよう放送したと

あるいはＪＡ等の問題意識っていいますか、そこのと

ころでございます。

ころはきちっととらえながら可能なのかどうなのかと

その後、11時55分、消防団員等によりまして水門閉

いうことについては、今後話し合いはしてみたいとい

鎖並びに避難誘導連絡等を開始しているところでござ

うふうに思いますので、それはご理解をいただきたい

います。

と思います。

その後、12時08分、久慈港及び久喜水門閉鎖を完了

以上です。

したと報告を受けております。これは全海岸とそれか
ら河川水門等でございます。

○委員長（八重櫻友夫君） 下舘産業振興部長。
○産業振興部長（下舘満吉君） それでは、久慈盛岡

また、12時28分、状況を監視しているわけでござい

間のバス運行について、県北バスさんのパック商品、

ますが、12時28分現在では海面状況に変化はございま

大変いいものだというのも私も理解をしております。

せん。これは玉の脇でございます。
それから、次に12時33分、各避難状況ですけれども、

先ほど課長のほうから申し入れ等もしてみたいとい
うお話しを申し上げましたが、いずれやはり企業であ

諏訪下、水産高校での避難の状況は現在のところござ

りますので、採算が合うか合わないかということ等も

いません。また、12時40分、自主避難といたしまして、

あろうかと思いますので、私のほうからもそういう部

金比羅神社へ湊保育園児ほか50名が自主避難したとい

分でいわゆる運行が可能なのかどうかという部分を含

うふうな報告を受けているところでございます。
また、最新の情報ですと、12時42分に野田港に若干

めながら要望をしてみたいと思います。

引き波が確認されたというふうな報告を受けておりま

それから、買い物難民、移動販売車の関係について

す。

でございますが、確かにおっしゃられるように地域に

以上が現状の報告にさせていただきます。以上です。

入っていきますと、そういった部分をご活用されてい

○委員長（八重櫻友夫君） それでは委員会を再開い

る方々がおると認識をしておりますし、私も見ており
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いますので、お聞かせいただきたいと思います。

たします。

それから、私、移動販売車について言うと、確かに

一般会計、歳出７款、答弁途中でありましたので、

商売やっていますから、直接には意味というために問

引き続き答弁をお願いいたします。

題は当然あるわけですけれども、しかし、買い物難民

下舘産業振興部長。
○産業振興部長（下舘満吉君） それでは、途中でご

という実態、高齢者社会を見たときにどうやってそこ

ざいましたので、私のほうから再度ご質問にご答弁申

に食料が届けられるかということを考えたときに、そ

し上げたいと思います。

ういった方々の役割も十分考えながら、そして、どう
連携していったり、どういう支援していけば、その方

第１点目は移動販売車の関係についてのご質問でご

たちも商売続けるかというあたりも考えていく必要が

ざいました。

ある課題だというふうに私は認識しているんです。

台数関係については、これは調べてみたいと思いま
すし、また、委員のほうからは販売車等への支援とい

例えば、それなら車についてどういう補助をしろと

うようなお言葉もありましたけれども、移動販売車を

いう意味、単純にそういう意味じゃなくて、地域によ

されている方々にすれば商売という部分もあろうかと

ってはその移動販売車がないと生活も成り立たないと

思いますし、そういった意味では市としての支援とい

いうところも出てきてますから、そういった意味で現

う部分についてはなかなかに難しいものがあるだろう

状をきちっと調査しながら。そして、答弁では台数も

とこのように考えます。

これからきちんと調査していきたいという答弁ですけ

それから、もぐらんぴあの修繕についてのご質問で

れども、調査した上で、その人たちがどういう地域で

ございますが、新年度予算分につきましては、地域活

現時点で役割を果たしているのか。そして地域住民の

性化きめ細やかな臨時交付金の関係で、23年度分の予

方々がどういう利用の仕方をしているのか。そういっ

定を22年度に前倒しして３月補正予算に計上させてい

たことをやっぱりつぶさに調査して、やっぱり安心・

ただきまして、新年度にこれを繰り越しして実施する

安全な暮らしをつくっていく、地域をつくっていくた

こととしております。なお、先ほど課長のほうから答

めに、そういう総合的な対策という意味からもこれは

弁の中で事業内容について圧縮機の塩害分解の修繕と

十分考えてほしいなということですので、短絡的にこ

お答えを申し上げましたけれども、実質的には空気熱

うしろ、ああしろということではないですので、部長、

交換機等あるいは空気調和機のベルト交換、そういっ

そういった中身があるということをぜひご賢察の上、

た空調関係の修繕でありましたので、訂正しておわび

ご答弁いただけばありがたい。
以上です。

を申し上げます。

○委員長（八重櫻友夫君） 外舘副市長。

以上であります。

○副市長（外舘正敏君） マンドリンについての再度

○委員長（八重櫻友夫君） 簡潔にお願いいたします。

の質問でありますけれども、久慈マンドリーノクラブ

城内委員。
○城内仲悦委員 第１点は、副市長からマンドリン音

の実態は城内委員、おっしゃったようなことで私ども

楽について答弁あったんですが、実は50年経過した中

も理解しました。いずれ13日の久慈市政５周年記念式

で当初社会人が多かったんですが、今は年金生活者が

典の際にも久慈マンドリーノさんのほうにお願いをし

ある意味では指導的な役割なり、一定の役割を果たし

て演奏していただくというふうなことでもあります。

ているような状況になってきているわけでして、そう

そういうふうなことから、いろいろな今後のイベン

いった意味ではマンドリンの状況も社会人も当然いま

ト等についてもお願いをしていきたいというふうに思

すし、年金生活者も当然多く出てきているという中で

いますのでご了承願います。

安定的な運営ができつつあるんではないかというふう

○委員長（八重櫻友夫君） 下舘産業振興部長。

に思っていますので、そういった意味では十分な活用

○産業振興部長（下舘満吉君） 再度のご質問でござ

ができるという状況には現在なってきてるという認識

います。いわゆる買い物難民と言われる方々の、そう

を持っていますので、そういった点での進展がありま

いった方々の救済といいますか、あるいは移動販売車

すことを踏まえてご検討いただければというふうに思

の住民の方の活用の現状把握とか、そういった部分も
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84ページになります。都市計画費はあわせて８億

含めてということでございますし、当然でありますけ

2,129万4,000円を計上いたしました。

れども、関係部署等もございますので、そういったと

６項住宅費でありますが、１目住宅管理費に2,150

ころ等とも連携しながら、状況の調査というのも必要

万6,000円を計上いたしました。

だと思いますので、連携して取り組める部分について

以上です。

は取り組んでみたいと思います。

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。小野寺

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

委員。

８款土木費、説明を求めます。菅原総務部長。

○小野寺勝也委員 １点だけお聞かせください。

○総務部長（菅原慶一君） それでは、８款土木費、

橋梁費にかかって、過般の一般質問で触れましたけ

１項土木管理費でありますが、１目土木総務費に

れども、新街橋のかけかえ、なかなかに難しいと。当

2,388万2,000円を計上いたしました。

面は維持補修で対応したいという答弁でしたけれども、

78ページになります。２項道路橋梁費でありますが、
１目道路橋梁総務費は、１億3,405万2,000円を計上。

実際にかけかえをした場合の想定される概算事業費、

２目道路維持費は１億471万4,000円を計上。３目道路

どれぐらいの事業費になるのか。その１点。
それから、当面は難しいということでしたけれども、

新設改良費は５億5,085万4,000円を計上。前年度と比
較して２億440万円、59.0％の増でありますが、主に

市の発展計画の後期計画ですか。その中には入って対

道路新設改良事業費の増によるものであります。

応してもらえるのかどうか。
その２点お聞かせください。

80ページになります。道路橋梁費は、あわせて７億

○委員長（八重櫻友夫君） 晴山建設部長。

8,962万円を計上いたしました。

○建設部長（晴山聰君） 新街橋のかけかえにどの程

３項河川費でありますが、１目河川改良費に2,464

度、経費がかかるということでございますが、橋長が

万7,000円を計上。
４項港湾費でありますが、１目港湾管理費は818万

79メートルほどございます。全幅が4.4メートル、車

1,000円を計上、前年度と比較して530万8,000円、

道で3.2メートル、現在の橋があるわけであります。

184.8％の増でありますが、主に久慈港利用貨物拡大

これを新設する場合、コンクリート柱でつくった場合

事業費補助金の増によるものでございます。

には、設計費の合計で３億7,000万円程度の費用がか
かる見込みでございます。これは概算であります。

２目港湾建設費は港湾改修県営事業負担金700万円

それから、後期計画にのせる計画はないかというこ

を計上、港湾費はあわせて1,518万1,000円を計上いた

とでありますが、この件については今後の財政状況等

しました。

とも検討していかなきゃならないというふうに思って

82ページになります。５項都市計画費でありますが、
１目都市計画総務費は5,295万8,000円を計上、前年度

おりますので、とりあえず市長からもご答弁申し上げ

と比較して479万7,000円、8.3％の減でありますが、

たように維持管理に努めてまいりたいというふうに思

主に職員給与費の減によるものであります。

っております。
以上であります。

２目街路事業費は２億303万円を計上、前年度と比
較して２億8,090万7,000円、58.0％の減でありますが、

○委員長（八重櫻友夫君） 城内委員。

主に街路整備事業費の減によるものであります。

○城内仲悦委員 第１点は公園費に関連してお聞かせ

３目公共下水道費は５億4,177万4,000円を計上、前

願いたいんですが。巽山公園ですが、今現在、抜本的

年度と比較して2,160万1,000円、4.2％の増でありま

なリニューアルといいますか、大規模改修をしている

すが、主に公共下水道事業特別会計繰出金の増による

ように私見てきたんですが。あの事業費の内容、そし

ものであります。

ていつから供用開始になるのか。
行ってみたら芝生のところも大分あるようですが、

４目都市下水道費は26万4,000円を計上。
５目公園費は2,326万8,000円を計上、前年度と比較

子供たちが大分親子で行って遊べるような状況の遊具

して864万7,000円、59.1％の増でありますが、主に公

も設置されるように見てきましたが、市内の中心地に

園維持管理費の増によるものであります。

ある公園としての位置づけがあるのではないと思って
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いますが、実は新町側からの階段が現在、工事は終わ

住宅地の生活道についてどのような対応をしていこう

ったけれども、交通止めになっていましたから、なぜ

としているのかをお聞かせいただきたい。

だっていうふうに聞いたら、そうだということでした

それから、医療局とも交渉した経緯があるというふ

ので。それから、巽町側からも階段についても非常に

うになっていますが、現時点でどういう状況になった

歩きやすい階段に改修になったようですが、まさにそ

のか。いろんな方々がここの問題に携わってきたわけ

の点でいえば中心市街地にある公園として、本当に市

ですけれども、しかし、依然として現状が変わってな

民の皆さんが家族で行けるような、行きやすいような

い状況がありますので、地域住民の方々も大変な状況

公園になりつつあるのかなというのを感じてきました

だというふうに思いますので、解決の方法等も含めて

が。今、言った内容等についてお聞かせいただきたい

お聞かせいただきたいと思います。
もう一点ですが、岩手県に社団法人岩手県公共嘱託

と思います。第１点です。
それから、一般質問でも申し上げたところですが、

登記土地家屋調査士協会という団体があるんだそうで

天神堂の医療局の久慈病院の官舎のある道路、生活道

す。今、そこと県も久慈市も、各自治体が随意契約を

の関係です。一般質問で私、時間なくて聞けなかった

しているようですが、この問題ですが、一つの団体と

んですが。現在は位置指定道路もあるし、それから敷

随意契約してることから、今、全国でいろんな問題が

地内に道路を整備しているようなところもあるし、そ

起きてきて、奈良ではオンブズマンがこの随意契約の

して奥には12世帯と６世帯のマンションが建っている

内容が高すぎるということで20％損害額があるんじゃ

という状況のところです。

ないかということで請求する訴訟がひとつは起きてい
ます。

正確にいくと3.8メートルしかないとか、3.7メート
ルしかないというふうになっているんですが、実際、

それから、神奈川県では、このような協会を８つ団

４メートル近くありますから、通行、交差するにはか

体があって、その８つの団体に競争入札をしていると

なり難しいわけです。しかし、生活上、４メートル近

いう実態があります。
そこで見ると、落札者が460万何々で決定、そして

くありますから生活道として機能はしているわけです。
そこで、こういった場所の市道認定が関係者が働きか

最高額が1,400万の金額を出している。そういう３分

ければ当然いいわけですが。

の１の額で競争入札によってこの事業が落札している

しかし、市の側もこういった場所について、あった

というのがあるわけです。そういった意味で久慈市も

場合にどういう方法であれば、市道認定までこぎつけ

測量について、いわゆる委託契約という、随契という

るのかということ、こういう相談が来たときにやっぱ

ことで、岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会と結

りそういう窓口があって、こうすればいいですとかと

んできているわけです。そういった意味では点検して

いう解決の道を示していく必要があるんじゃないかと

みると高すぎるというものがあるんではないかという

いうふうに思うわけです。あるいは、地域住民の皆さ

ふうな気がするんですが、そういう認識、複数の団体

んとの懇談するなりして、あるいは区長なり、町内会

をつくっていただくとか、一つの団体とこういうふう

長いるわけですから、その地域の方々と連絡を取り合

に長く随意契約していることについて、私は問題があ

ってやっていく場合もあってもいいと思うんです。

るんじゃないかと思うんですが、そういう認識がおあ
りなのかどうか、お聞かせください。

というのは、連たん戸数がびっしり入っておりまし
て、生活を日常的にしているわけです。しかも、医療

それから、もう一点、市道のいわゆる久慈市が今は

局の分の道路の後ろでいえば、家を建てる方は２メー

違いますけれども、無償で市道を拡幅した経緯があり

トル借りて当初、家を建てているわけです。今は、建

ます。そのときに、分筆登記をしていない路線が結構

築基準の関係で４メートルなければ建てられないとな

あるんです。そのときに、民間の方が自分の土地に家

っていますが、それ以前は２メーターあれば、通路が

を建てたいということで分筆をお願いすると、その業

あれば建てられる時代があるわけです。しかし、それ

者に。そうすると、その業者が久慈市の土地が道路の

が今後建てかえとなったときに、また、それが引っか

中にありますよということできて、さらに同じ仕事を

かってくるわけです。そういった意味で、こういった

久慈市にも発注させるというやり方をしていると。そ
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実態はそのように進めてございます。

うすると業者は民間からもお金をもらえるし、同じ仕
事で市からもお金をもらえるという仕組みになってい

それから、２点目のそこの生活道になっている部分

るんだそうですね。そういったことが繰り返されます

の一部に県立病院の公舎の土地があるわけでございま

と、久慈市が幾らお金があっても、これは対応しきれ

すけれども、これまでもそういったお話しがございま

ませんよという声が出てきたんです、私のところに。

して、県の医療局のほうにお願いをした経緯もござい

民間の方から仕事を預かったときに、久慈市が立ち会

ます。それで、第１回目につきましては、市道認定に

って、その分筆の図面を作っていただければいいです

つきましてはいろいろ寄附をお願いしながら進めてい

よという形で業者にしゃべればそれで済むっていうん

るので、何とか無償で提供できないかという要請もし

です。

てございます。その時点では、やはり有償でなければ、
うまくないという回答をいただいているところでござ

そうすると例えば、今、夏井川の境界復元では13万

います。

2,000円かかっていますし、外里線では42万5,000円市

また、その後にはそういった話もございましたので、

で払っていますし、寺里畑田線では74万1,000円とい
うお金を業者に発注しているわけです。その同じ金額

市の土地の交換とか、そういったいろんな方策も研究

が民間からも入っているんです。そうすると業者は両

して協議はしてみたんですが、いずれまだ、その交換

方からお金が入ることになりますから、本当、やはり

にも応じてもらえるような状況ではない状態でござい

経費節減とか、いうことも必要ですので、そういった

ます。

点の研究をしていただいて、そういった仕事の有り様

次に、市道の未整理地の用地の登記の関係でござい

についても調査研究していただきたいですが、いかが

ますが、現在、未整理地が発見した場合に岩手県の公

でしょうか。

共嘱託登記土地家屋調査士会のほうにお願いをして、

○委員長（八重櫻友夫君） 鍛冶畑土木課長。

その分筆登記とその処理に当たっているところでござ

○土木課長（鍛冶畑百々典君） ただいま４点ほど質

いますが、この団体は岩手県に公共嘱託登記をしても

問いただきましたが、私のほうから３点についてご答

らう団体が１団体のみでございますので、現在はそこ

弁申し上げたいと思います。

にお願いをしておりますし、また、これまでも一貫し

まず、第１点目の天神堂の県立病院の合同公舎のと

た測量からいろいろな背景の調査、そして、登記事務

ころの市道認定にかかわってのご質問でございますが、

といった一連の作業をお願いしていることでございま

まず、その中でも市道の認定の方法ということでお話

して、かなり効率的に作業は進めていただいているも

しいただきました。

のでございます。

まず、市道の認定につきましては、市道認定基準要

ただ、これまで１団体だけですので、その団体と毎

綱に基づきましてそれに合致する、要件が合致してい

年、契約をしながら進めてきておりますが、そのほか

ますと認定をしようとするものでございますが、その

にも業者があればいいんですが、現時点ではないよう

中でも一番特に重要な部分は道路幅員が４メーター以

ですので、その辺が今後の検討課題となっております

上確保されてるといった、あと公共性が確保されてい

ので、県内の市町村なり、あと岩手県の動きなりを今

るといったこと等が重要な部分になってきますが、そ

後研究しながら検討してみたいと思います。

れで、現在、市道認定する手順といたしましては、ま

それから、３点目になりますが、同じく市道の分筆

ず、地元のほうから要望なり、そういったものを受け

登記の関係でございまして、先ほどの岩手県公共嘱託

まして、道路認定基準に合致しているか、現地を調査

登記土地家屋調査士会にお願いしている際に、例えば

した上で合致しているようであれば、市道認定のほう

民地側のほうで分筆等をするといった作業があって、

に向かっていくという事務の進め方でございますが、

そして、道路との関係が、その道路の部分に民有地が

その中でいろいろ幅員が確保できないとか、そういっ

入っているという、判明するケースもあります。それ

た部分等がございます場合には地元の町内会の指導者

からあとは、もう明らかに測量までするまでないけれ

の方等と相談をしながら、その善後策を研究しながら

ども入ってますよという届け出等、いろんなパターン

可能であれば市道認定に向かっていくという方法で、

がございます。
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それで、まず、基本的にお願いする部分は民地側の

天神堂の生活道の関係ですが、市道認定になってい

ほうでもう測量が終わっているケースにありましては

ないということから、生活道にかかわらず除雪も入っ

市道側のほうの測量なり、図面作成なりをお願いして

てないんですよね。私先日も回ったときに、ちょうど

おりますので、そのときはいろいろそこは測量の点の

公舎のあたりがごそっと残っていまして、その公舎の

数、全体の中に民地側に幾らある、市道側に曲がり角

後ろも民家があって、そこを歩いているわけです。そ

といいますか、点が幾つあるということを調べまして

ういった意味では生活道にも入るようになっています

ダブらないように進めているところでございます。

から、順番は遅くなるかもしれませんけど、しかしそ
ういう対応をしていただいて、今後やっぱりいろんな

以上でございます。
○委員長（八重櫻友夫君） 中森都市計画課長。

お話し合いしていく時も、市の側ではこういう温かい

○都市計画課長（中森誠君） 私のほうからは公園の

対応しているんだということもやっぱり現地にはそう

工事について回答いたします。

いう対応があって必要だと思いますので、これからも
まだ降るかもしれませんが、除雪対応についてはぜひ、

巽山公園の工事につきましては、大変ご迷惑をおか

お考えいただきたいというふうに思います。

けしております。この事業はまちづくり交付金のお金
をいただきまして、街なかの回遊するために公園の整

それから、いずれ3.8、20センチか30センチ、多く

備をしているものでございます。平成21年度におきま

て30センチ、本当に何といいますか、当時位置指定道

しては、巽山公園、それから県立病院の跡地、こちら

路つくっている、その後使っていく中でせばまったと

のほう駐車場等整備したり、巽山公園には展望台等を

ころがなんとかというふうな感じのところなんです。

設置しております。事業費で約5,000万ほどでござい

したがって、話を詰めれば、どうにかなるんではとい

ます。

う程度の、１メーター、２メーターという拡幅しろと

22年度におきましては、巽山公園のトイレ。それか

いうものではないんですから、その実態を踏まえた上

ら小鳩公園、土風館の横のほうですけれども、小鳩公

で相談にのっていただきたいというふうに思いますの

園。それから巽山公園の園路。これ回遊するための園

で、その点はぜひ前向きに現地の方々からの相談につ

路ですけれども、前の県病跡地のほうから巽町のほう

いては当たっていただきたいというふうに思います。
ただ、医療局の分についてはなかなか寄附も交換も

まで歩けるような形で園路を整備しております。
また、22年度宝くじ協会のほうから複合遊具、これ

だめだという状況がある中で、しかし、ここの方たち

が当たりまして、そのほか健康用の背のばしベンチ等

も使っていますから、いろんな交渉の仕方があると思

を設置いたしました。平成22年度の事業費は約6,880

いますので、ぜひご検討いただきたいというふうに思

万ほどでございます。

います。

リニューアルオープンは３月31日、イベントを用意

それから、二つ目と三つ目の関係ですが、いわゆる

しております。ぜひ、こぞってきていただきたいと思

一つの団体しかないというところとの委託契約、これ

いますので、よろしくお願いいたします。

はやっぱり全国でもさっき言ったように神奈川では８
団体つくらせてるということですから、これは県も同

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 城内委員にお願いしたい

じところに発注しているんですよ。したがって、久慈

んですが、大変質問の趣旨はわかりますが、いずれ先

市だけの問題じゃないので、当然岩手県あるいは他の

ほど質問されました小野寺委員のように質問はまとめ

自治体でも協議しながらこの複数の団体をつくっても

て簡潔に質問していただければ議事の進行上、助かり

らうと。家屋調査士が全部一つの団体に集まらなけれ

ますのでご協力お願いしたいと思います。

ばならないというのではなくて、これ以外の協会もつ
くればいいわけですから。だって、建設業界だってい

城内委員。
○城内仲悦委員 土木の款に入って２人目ですから、

ろんな会社があるわけでしょ。だから、そういった意

委員長、そんなにせかさないでください。７款でちょ

味ではここからここまでの形でつくってくれとかいう

っと時間かかったから、そういうことだと思いますが

形で、いずれ複数の協会なり、複数の団体をつくって

よろしくお願いします。

もらうということも含めて、これはやっていいんじゃ
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ほうについては昨年度３月に53センチほどの雪が降っ

ないでしょうか。
神奈川県では例えば一般社団法人中央公共嘱託登記

たといった部分がございまして、やはり緊急性がある

士家屋調査士協会とか、新日本土地家屋調査士法人と

部分については、その時々を対応しながら対応してい

か、青空土地家屋士調査士法人、いろんな名前ついて、

る状況なんですが、まず、基本的には市道を除雪する

調査士の団体あるんです。そこがさっき言ったように

ということを考えていかなければならないものと考え

８社集まって入札でとった方が460万、一番高いのが

ております。

1,400万です。そういう入札になっているんです。し

それから２点目の同じ生活道の中の幅員の市道認定

たがって、これが随契になって1,300万、1,400万だっ

する際の幅員にかかわってのお話でございますが、現

たら、まさに財政が幾らあっても足りないという状況

地は3.7メートルから3.8メートル程度で20センチから

あるわけで、そういった点での検討は私もこれは初め

30センチ不足するのを踏まえて検討していただきたい

て取り上げますが、当局でも十分調査検討していただ

ということでございますが、やはり４メートル必要な

きたいというのでお願いしたいと思います。

部分というのはどうしても消防活動にしても、まず４

それから、先ほど民地の側から、そういう調査が出

メートル必要でございますし、あと建築確認等を取る

て初めてわかるんですよ、実は。業者も。民地の方が

際にも４メートルという要件等もございますので、や

分筆登記したいと、分筆したいと来るもので、その結

はりこの点については地元の方からのご協力を得、理

果として、市の市道の中に民地が入っているというこ

解を得ながら進めていかざるを得ないと考えておりま

とがあってきて、その結果、市のほうにこういう仕事

すので、ご理解をお願いいたします。

をしてくれって来てるんじゃないですか。だから、そ

それから、次、県立病院の公舎のところの検討をと

のときは結局、境界確認した上で、じゃあそこに線を

いうことでございますが、これまでもいろいろ検討は

入れていく、置いていくだけで発注しなくてもいいと

重ねてきたところでございますが、機会あるごとに医

いうふうに言っている方もおるわけですので、トータ

療局のほうに相談はしていきたいと考えております。

ルで18年度から資料いただいておりますが、平成22年

それから、４番目の市道の未整理地の分筆登記等の

度では1,900万、平成21年度は2,400万癩癩。失礼しま

作業をお願いしている岩手県公共嘱託登記土地家屋調

した。平成22年度は192万7,000円、平成21年度240万、

査士会が岩手県に一つの団体なことから、周りの市町

平成20年度は110万というふうに、こういうお金が市

村も、それから県のほうでもここにお願いしていると

で発注して出ているわけですから、そこを十分吟味を

いう実態があるわけでございますが、久慈市だけでな

していただきたいなあというふうに思います。

かなか対応というのもこれは難しいことはありますが、
県等にも何かいい代案があるか、今後、また情報収集

最後に公園ですが、ぜひ、この予算委員会中、今度

等してみたいと思います。

リニューアルされる公園についての青写真なり、完成

それから、最後になりますが、分筆登記をする際に、

写真みたいのをぜひ我々も提示していただいて、ぜひ
この３月31日にはりっぱな公園になりますということ

民地側のほうで分筆測量等をしている場合に市道のほ

を、ぜひ我々議会にも議員にもアピールしていただき

うにも影響があって、調査をする際にそこがダブって

たいというそういう要望をしておきたいと思いますが、

測量をして経費を払っていることがないようにという

いかがでしょうか。

質問でございましたが、これも先ほど答弁申し上げま

○委員長（八重櫻友夫君） 鍛冶畑土木課長。

したように、情報が入ってからどういう相手が調査を

○土木課長（鍛冶畑百々典君） ただいま６点ほどい

するのか、それから我々のほうはどういう調査をしな

ただきましたが、私のほうから５点について答弁申し

ければならないのか、そういった部分を詰めまして、

上げます。

そしていろいろ測量の点の数とか、そういったものを

まず、第１点目の天神堂地区の先ほどの生活道の除

それぞれが必要な分筆の測量範囲等を決めまして、経

雪についてということでございますが、基本的には市

費を払っているものでございまして、二重払いという

道を除雪しておりますし、例えば昨年度は山根町、山

ことにはなっていませんのでご理解をお願いしたいと

形町のほうは普段から雪が多いわけですが、市街地の

思います。
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○委員長（八重櫻友夫君） 泉川委員。

以上でございます。
○委員長（八重櫻友夫君） 中森都市計画課長。

○泉川博明委員 81ページの久慈港利用貨物拡大事業

○都市計画課長（中森誠君） 公園についてお答えい

について、お尋ねしたいと思います。
この現在の状況と今後の貨物拡大の事業がどのよう

たします。

な見通しになっているのか、お伺いをいたします。

３月31日のリニューアルオープンにつきましては、
商工観光課と一緒にやりまして、ポスターの貼付、そ

○委員長（八重櫻友夫君） 菊池産業開発担当部長。

れから市内の小学校への連絡等を文書とそれから久慈

○産業開発担当部長（菊池修一君） 貨物拡大事業の

市のホームページ等でいろいろＰＲはしております。

関係のお尋ねでございます。

それから、当日は小久慈保育園等のほうから保育園児

この事業につきましては、平成22年度の補正予算で

に来ていただきまして、そこで皆さんに遊んでいただ

計上させていただいたものでございまして、600万の

く。それから、写真のコンテスト等も計画をしており

予算ということでいただいたものでございますが、22

ますが、もう少し、今後もポスター等いろいろＰＲに

年度につきまして、現在２社から申請が出てございま

は努力していきたいと思います。

す。限度額の200万円の申請額でございまして、400万
円を補助できる、今現在の見込みでございます。

以上です。

あと、まだ１社一応予定してるところがあるんです

○委員長（八重櫻友夫君） 藤島委員。
○藤島文男委員 それでは、79ページの市民協働道路

が、ちょっとまだ見通しが立たないということで、今、

維持補修事業ということについて１点だけお尋ねしま

企業のほうの状況を見ながら条件に合致する場合には

す。

補助ができる状況になってございます。

この事業は大変地域住民から高く評価されている、

それで、今後の見込みということでありますが、非

行政が本当に地域のために一生懸命なんだというとこ

常に予測を立てるのは難しいんですが、昨年22年、今

ろを見ていただく、あるいは見せるという部分におい

年度の貨物取扱量が大体14万トン、21年度が17万トン

てすごい効果のある事業だと思います。それぞれの地

ですから３万トンほど減っているわけであります。そ

区でたくさん継続したり、あるいは終了したところも

ういった全体の状況を見ましても、なかなか厳しい状

ありますが、引き続きこの事業は積極的に取り組んで

況にはありますが、今回申請をいただいた企業につき

いただきたいという希望をするものであります。

ましては、さらに取扱量を増やすような形で取り組ん

そこで、昨年度の実績と申しますか、件数だけで結

でいただくよう、お願いをするとともにできる限りの

構ですが、市内でこの事業をどれだけ取り組んできた

支援をさせていただいて、県とも連携をしながらそう

のか。そして、本年度は昨年度に対比してどれだけ取

いったポートセールスを積極的に展開をして、この事

り組んでいくのか。昨年度の予算とあわせて本年度計

業が少しでも貨物取扱量を増やすことにつながるよう

上された比率がどういう部分になっているかというこ

に努めていきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。

とを簡単で結構です。その１点だけお尋ねします。
○委員長（八重櫻友夫君） 鍛冶畑土木課長。

○委員長（八重櫻友夫君） 畑中委員。

○土木課長（鍛冶畑百々典君） ただいまの市民協働

○畑中勇吉委員 79ページの市民協働道路維持補修事

道路維持補修事業にかかわってのご質問にお答えいた

業にかかわってお尋ねをしたいんですが、たしか、平

します。

成21年度の事業の場合、協働の申し込みの希望が多か

昨年度ということですが、22年度でお答えさせてい

ったということで、一時締め切り後に追加補正で追加

ただきますが、22年度の実績でございますが500万で

予算を取ったという経過があると思うんですが、平成

10カ所実施させていただきました。

23年度のこの申し込みの状況なんかで、市民のあるい

あと新年度、23年度予算には100万円増額の600万で

は地域の要望等を勘案しながら、その辺も考えて、こ

計上させていただいておりまして12カ所を予定したい

の予算配分していただければいいのかなって思うんで

と考えているところでございます。

すが、その辺についてお伺いしたいというふうに思い
ます。

以上でございます。
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以上でございます。

それから、もう一つは、81ページの久慈湾活用構想
策定事業というのがあるんですが、これもう２年ぐら

○委員長（八重櫻友夫君） 木ノ下委員。

いになったんでしょうか。現在の構想の策定の作業の

○木ノ下祐治委員 先ほどの城内委員の質問にかかわ

内容。これまでの会議の開催の状況、それから外部等

って私のほうからもこの問題を１点だけ取り上げたい

からの専門家や知識人なんかを招いての会議なり、こ

んですが。八戸自動車道にかかわってなんですが、国

の検討等、そういう構想策定事業の内容はどのように

調の図面が違っているということで、測量をし直さな

なっているのか、お伺いしたいと思います。

ければならないのかな。図面が違っているという問題

○委員長（八重櫻友夫君） 鍛冶畑土木課長。

がありますよね。いわゆる外屋敷の部落の部分なんで

○土木課長（鍛冶畑百々典君） ただいまの市民協働

すが。

道路維持補修事業のほうの質問にお答えいたします。

今、私その問題を取り上げるつもりできょうはいな

新年度、23年度につきましては、22年度に比較しま

かったものですから、資料は家のほうには持っている

して100万円増額しての当初予算をお願いしていると

んですが、たまたま城内委員がその問題を取り上げた

ころでございまして、いろいろ要望も多いということ

ものですから、私もこの問題を取り上げたほうがいい

等も考慮しながらの予算計上をさせていただいたとこ

んであろうと思って取り上げたんですが。いわゆる協

ろでございます。

会が測量調査の家屋調査する側の測量の協会が県内で
もこれたった１団体だけかな。そうですよね。

以上でございます。

それで、私の聞くところ、仄聞でもなんでもいいん

○委員長（八重櫻友夫君） 菊池産業開発部長。
○産業開発担当部長（菊池修一君） 久慈湾活用構想

ですが、私の聞くところによりますと、久慈市で見て

策定事業費にかかるお尋ねでございます。

いる測量の予算が大体600万か、700万ぐらいなのに対

現在のまず状況でございますが、久慈湾利活用研究

して、その１団体のそっちからの予算の見積もりが

会というものを平成21年の７月に設置をしました。そ

2,400万か幾らかよくわかりませんが、今ここに書類

れで、会議を１回開いておりまして、今後の進め方に

がありませんので、大ざっぱな話になりますので、多

ついてそこではお諮りを申し上げたところであります。

少金額が違ったなら申しわけないのですが。ただ、そ

今後どうするかということでありますが、いずれ何

ういうふうに大きく違うということだけは私は認識し

ができるのかといったあたりをまず、関係部局で調査

ておりますので、金額の部分はもし違ったらご了承願

をしましょうということになりまして、21年、22年で

いたいと思いますが、そういう問題があるかどうかを

各関係課において先進地の視察を行ってきているとこ

私はここで確認をしておきたいと思いますので、よろ

ろでございます。

しくお願いいたします。
○委員長（八重櫻友夫君） 鍛冶畑土木課長。

来年度につきましても、その状況を踏まえ、さらに
どういったことができるのかといったあたりを調査を

○土木課長（鍛冶畑百々典君） ただいまの八戸久慈

進めて、できるものについてはこの研究会においてお

自動車道にかかわっての測量調査の関係についてお答

諮りをしながら必要に応じて関係団体等の方にも加わ

えいたします。
こちらのほうの測量につきましては、国のほうで直

っていただき、進めていきたいというふうに考えてご

接測量をして、国のほうから支払いをしてもらってい

ざいます。
それから、外部委員の方についてのかかわりという

るものでございまして、先ほどの岩手県の公共嘱託登

ことでございますが、まだ、実はそこまで行っており

記土地家屋調査士会とは別の部分で動いていただいて

ませんで、今年度もまだ会議を開いていない状況です

るものでございまして、その部分についてはちょっと

が、議会終了早々にはまた、会議を開かせていただい

額等までは把握していないんですが、いずれ市の発注

て、今の状況を庁議のメンバーにご説明をしながら進

じゃなくて、国の三陸国道事務所のほうの発注となっ

め方等についてお諮りをしながら、よりよいものをつ

ているものでございます。
以上でございます。

くるために努めていきたいというふうに思ってござい

○委員長（八重櫻友夫君） 木ノ下委員。

ます。

－70－

あります。

○木ノ下祐治委員 私の認識が多少違っているようで
ございますので。ただ、いわゆる久慈市のほうで、土

４目水防費は186万円を計上。

木のほうで考えている金額と何かそっちのほうの調査

５目災害対策費は3,346万9,000円を計上。前年度と

の協会の見積もりが余りにも違うという話を、調査協

比較して781万3,000円、30.5％の増でありますが、主

会の会員の方から私はこれを仄聞いたしたところでご

に災害対策事業費の増によるものであります。
消防費はあわせて10億7,240万9,000円を計上いたし

ざいますので、その辺の、今、私は手持ちの書類がご

ました。

ざいませんので、その辺が課長の答弁のとおりであれ

以上です。

ば、それでよろしいんですけれども。ただ、その辺が
何か、１団体ということで随分とその団体にしか１団

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。梶谷委

体だけのためにその団体しかお願いできないというこ

員。

とで、入札も何もなく、その協会の言いなりになると、

○梶谷武由委員 １点だけお伺いします。

そういうことを私は聞いたようなことがございますの

消防用無線のデジタル化についてですが、計画の進

で、それを私はあわせて尋ねておるわけでございます

行状況と、それから、これは平成28年に実施というふ

ので答弁をお願いいたします。

うになったと思うんですが、現在の計画について大き

○委員長（八重櫻友夫君） 鍛冶畑土木課長。

な事業のといいますか、変更の可能性があるかないか。

○土木課長（鍛冶畑百々典君） ただいまの用地測量

あれば、どのようなことがあるのか。というのは、テ

といいますか、用地の登記をする際の委託の関係でご

レビの地デジ、これも当初と現在とではかなり大きな

ざいますが、１団体ということではございますが、協

事業の変更といいますか、デジタル化に向けた取り組

会のほうで試算した額、単価というのはあるようです

みが大変な状況になっているわけですが、この消防用

が、私もそれの中身は教えてもらったんですが、これ

無線にかかわってはどのようになるのか。お伺いしま

については用地とか補償とか進めてる事業等は国とか

す。

県、我々のところも基準を持って、一緒に国、県の基

○委員長（八重櫻友夫君） 菅原総務部長。

準を持って進めているんですが、その中の単価等を使

○総務部長（菅原慶一君） 消防救急無線デジタル化

用しているということで伺っていますので、その辺は

整備につきましては、ご指摘のとおり電波関係法令の

我々の使っている単価で共通した部分があるのかなと

改正によりまして、平成28年５月末までに改善しなけ

思っていました。

ればならないことになっております。

ただ、そこに１社だけということが今議論されてい

それで、現状の経過と今後の状況ということでござ

る部分がございますが、単価のほうについてはそうい

いますけれども、これは平成22年検討委員会を作成し

った状況で、使っているということでございます。

まして、作業部会のワーキンググループで基本設計書、
仕様書を作成しております。

以上でございます。

それで、22年の状況といたしましては、財政支援に

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

ついて12月21日に岩手県市町村振興協会へ財政支援要

９款消防費、説明を求めます。菅原総務部長。

請を行っているところでございます。

○総務部長（菅原慶一君） それでは次に９款１項消
防費でありますが、１目消防総務費は８億8,278万

その後、23年になりましてから、１月の段階で広域

5,000円を計上、前年度と比較して２億6,530万6,000

連合のほうでいずれ整備について協議を進めていると

円、43.0％の増でありますが、主に久慈広域連合消防

ころでございまして、１月現在では検討委員会の作業

負担金の増によるものであります。

部会で基本設計の仕様書を承認したと、そういうふう
に伺っているところでございます。

２目非常備消防費は、8,116万3,000円を計上。

今後の予定につきましては、いずれ基本設計につい

86ページになります。
３目消防施設費は7,313万2,000円を計上、前年度と

て進めていくところではございますけれども、あわせ

比較して2,121万6,000円、22.5％の減でありますが、

まして財政支援等についていろいろいずれ国の状況に

主に久慈消防署山形分署改築事業費の減によるもので

よって、これは整備を行うものでございますので、こ
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れについては消防部会のほうでもいずれ財政支援につ

して、いずれ調査いたしましたけれども、議員ご案内

いても並行していずれ進めていかなきゃならんという

のとおり、ご承知のとおり、手当につきましても消防

ふうな状況でございます。

団につきましては、年報酬から機関員手当、出動手当、
いろんな手当がございます。これで一概に高い低いと

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 梶谷委員。

はいえないんですけれども、おしなべていえば、余り

○梶谷武由委員 そうすれば、計画したのが、また現

高い水準にはございません。それは事実でございます。

時点では大きな変更等はないというふうに認識してよ

それで、しからずんば、これについていずれ改善し

ろしいかどうか。

たいという気持ちは我々十分あるわけですけれども、

○委員長（八重櫻友夫君） 菅原総務部長。

消防団につきましては団員の方にかなり苦労をしてい

○総務部長（菅原慶一君） 現状では、最初の構想の

ただいておりますので、これについてはそうなんです

とおり、今進めているところでございます。それ以降

が、いずれさきの議会でもご答弁したかと思うんです

の現在、総務省からいわゆる財政支援なり、それから

けれども、市内の経済情勢とか、いろんなほかの特別

そういうふうなものについての情報はございません。

職との均衡の関係とか、今はちょっと報酬改定の時期

なお、設計につきましては、変更点といいますか、

には至らないというふうな結論に達しているところで
ございます。現在のところ。

これご存知だと思うんですけれども、いずれ県レベル
で設計を統一化しようということで、いずれこれにつ

それから、二つ目でございます。これも消防車両の

きましては、基本設計につきまして負担金等を計上し

関係と、それから消防屯所、いわゆる車庫に、屯所が

ているところでございます。

車庫なんですけれども。いずれこれにかかわるご質問
もご指摘もいただきました。これにつきましても消防

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 山田委員。

等の内部においていろいろ協議したところでございま

○山田光委員 ２点、お尋ねをいたします。

すけれども、いずれこれにつきまして屯所等につきま

消防団員の出動手当について、私は前に質問いたし

しても補助金の水準、これにつきましては各公民館、

まして、他市町村の例を見ながら対応していきたいと

類似公民館等の整備補助金、これらの関連もございま

いうご答弁をいただいたところでございます。他市町

すし、これについてはそこの地域の事情等勘案して、

村の例を調査した結果、値上げをできないということ

ほかの支援制度、これらを例えばコミュニティとか、

だったでしょうか。その辺をお伺いをいたします。

そういうふうなものとかませて、いろいろ検討して、

それから、もう一つ、消防車の車庫あるいは車幅が

いずれ工夫をこらしたりして、その実態にあったもの

違ったことで旧消防車両を入れる場所が狭かったりな

にできるだけするように頭を絞っていかなきゃならん

んかして、下場を掘り下げて入れるとか、あるいは天

と、そういうふうなところの結論に達している現状で

場のほうを差し違えて入れる工夫をしているという状

ございます。

況にあるようですが、これについては補助金とかある

以上です。

いはそういったものを考えながらおやりになっている

○委員長（八重櫻友夫君） 山田委員。

かどうか、お伺いをいたします。もし、必要であれば

○山田光委員 私は当局のそこの席に座れば、何か反

ぜひその補助金を出して、早急に速やかな改修等を支

対しなければならないような答弁をしなきゃならない

援していくべきだとこのように思っていますが。

のかなという印象をこの１年間持ってきました。私は
民のためにやるのが行政であると思っています。した

以上。
○委員長（八重櫻友夫君） 菅原総務部長。

がって、できれば何回か質問されたり、皆さん方もう

○総務部長（菅原慶一君） ２点ご質問いただきまし

４年間やった議員さんあるいは何期もやってる議員さ

た。

んおられますけれども、そうした中でできるだけ、金

まず、消防団の出動手当につきましては、さきの議

がないのはわかるわけですから、前向きな答弁をいた

会において山田議員からご質問いただいたところでご

だくというのが我々の仕事であると思うんです。した

ざいます。これにつきましては、私ども資料を調べま

がって、最初の件については、手当についてはやっぱ
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り前向きに早急に久慈らしい対応をしていきたいとい

も先ほど委員会中に大きな地震がありまして、皆様肝

う答弁をするべきじゃないかなと。少なくとも。そし

を冷やしたと思うんですけれども。私も先ほど見てき

て、消防の方々のやる気をどんどん起こしていくって、

ましたが、津波は目測で50センチあるなしが来ている

首ひねらなくてもいいですよ。私はそういったことが

ようには見えておりました。
そこでそういうふうに地震、予期せぬときに来るわ

絶対必要だと思います。
ぜひ、前向きな答弁を、すぐじゃなくてもいいです

けですが、今、久慈市内長内方面自主防災組織がまだ、

から、何か希望の持てる答弁をいただきたい。お願い

整備されていない部分が多いという状況にありまして、

します。

この補助金というのは10万円ほどなんですが、これは

○委員長（八重櫻友夫君） 山内市長。

新設した防災組織に出されるものなんでしょうか。お

○市長（山内隆文君） 議員の職責といったものにつ

伺いします。

いてお触れになったわけでありますけれども、一部肯

○委員長（八重櫻友夫君） 菅原総務部長。

定すべきところもありますけれども。全般に対して肯

○総務部長（菅原慶一君） これにつきましては補助

定できない部分も率直にあります。

金の概要といたしまして、自主防の10万円の補助金の

山田議員は確かに前向きの答弁を引き出すのがみず

対象ということの質問ですけれども、この補助金の概

からの責務であると、このように思っておられるよう

要といたしまして、いずれ町内会等を単位として設立

でありますけれども、むしろ私は議会の場の議論を通

されたもので、防災活動を行う組織、それから二つ目

じて課題がどこにあるのか。そして、解決の方法はど

として防災資機材の購入に要する経費で10万円が限度

こにあるのか、といったことを議論していく。そのこ

でございます。

とに意味があるんだろうと思っています。私なりに市

それで、非常に申しわけないんですけれども、現在

民の、福祉の向上、満足度の向上のためにいろいろ提

の状況では１組織１回というふうな現状でございます。

案をして、実践に移しております。

これがただ、議員もご指摘のとおり現在自主防、これ

そういった中で議員の皆さんからこうすべきだとい

に対する機運については、非常に高いものと思ってお

う、そのご意見というものは拝聴するわけであります

りますので、これについてはまた、状況を見ながらこ

けれども、やはりどうしても実現が直ちにできない、

の補助金の内容については検討せざるを得ないものだ

あるいは将来に向かってもできないかもしれないとい

と、そういうふうに認識しております。
以上です。

う事項もあるわけでありまして、これについても前向
きに答弁をせよということは実態を無視したことで、

○委員長（八重櫻友夫君） 上山委員。

むしろ市民に対する間違った判断を与えることになる、

○上山昭彦委員 10万円の予算ですけれども、これか

そういったものもあるのだろう、このように思ってお

らたくさん機運が高まって、もっと充実してくる自主

ります。

防災と思いますので、この辺の予算を充実していただ
けるように希望いたしております。

したがって、今、ご質問のあった消防団員に対する

以上です。

報酬、このことについては他の都市等との比較考証あ
るいは市内の特別職等との比較考証、この中で我々は

○委員長（八重櫻友夫君） 畑中委員。

今成しうることをやっているということでありまして、

○畑中勇吉委員 87ページの防災無線に関してお尋ね

このことで固定するということでは決してないわけで

をしたいと思いますが、山間地域とか地形の変形した

ありますので、その時々をとらえてしっかりと判断を

ところとか、まだ防災無線が聞こえないという地区が

させていただきたい。こういった趣旨で部長から答弁

あるいは世帯がかなりあるように私は認識しています。

があったものでありますので、ぜひ、ご理解をいただ

そこで、ここの二、三年ぐらい、そういう防災無線が

きたいと存じます。

聞こえないということで、改善を要請している地区な

○委員長（八重櫻友夫君） 上山委員。

り、住民からの希望等が要望等が寄せられていると思

○上山昭彦委員 87ページの下段のほうですが、自主

うんですが、その改善の取り組みの状況をどのように、

防災組織の資機材整備費補助金ということで、奇しく

何カ所ぐらい、地区をどのようにやってきたかという
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のを、もしおわかりでしたら、教えていただきたいと

間地のご質問の際に、これについては個別で対応をせ

思います。それ１点です。

ざるを得ない部分も出てくるのかなと、そういうふう
な話も申し上げたところでございます。

それから、２点目は、明治の大津波といいますか、
あれ規模の津波が来れば久慈市の場合、7,000人ぐら

いずれについても、これは正直言って、私ら消防の

いの方が津波の浸水区域にかかるというふうに言われ

ほうで全区域、全自然条件の中で実際に調査している

ています。津波なり地震はいつの時間帯に来るかわか

わけではございません。したがいまして、現実はいず

らないわけです。深夜とか。一般的に今の防災無線の

れ市民からの情報によって対応しているというのが実

守備といいますか、聞こえるというのは高断熱、高気

態でございます。

密の住宅で密閉して家の中にいるとか、部屋にいた場

それで、次に津波なんかの大地震の際とか、家庭内

合に聞こえないというのは仕方がないのかなというぐ

においてというふうな話もございました。いずれこれ

らいの取り組み、私はそういう、外で聞こえるぐらい

につきましても浸水区域、確かにこれについては現在、

がまあまあということなのかなというふうに認識して

ハザードマップ一端作成しまして、この年度末に各世

いるんですが。やはり、津波が来た場合に、もう、浸

帯に配布する予定にはなってございます。いずれこれ

水だけじゃなくて家屋のそれこそ流出なり、人命にか

について今やっているのは防災無線が聞こえづらかっ

かわるような被災されるような場所とか、地域につい

た場合、皆さんにホームページ等でお知らせをしてい

ては防災無線の精度を少し高く上げて、そして確実に

ますのが、いずれ申しわけないんですけれども、消防

予想される津波、近年地震なりが来るということのよ

署に確認するなり、それからメール等での配信を申し

うですから、その辺を十分にチェックしてやったほう

込んでいただくなり、そういうふうな手はずをしてお

がいいのかなというふうに思うんです。

りますけれども、ご指摘のいわゆる老人対策につきま

今のそれらに対する浸水区域等に対する防災無線の

しては、災害援助のほうの立場からいずれこれは消防

効果といいますか、そういう調査なり、そういうのを

団、町内会と協力してシステムを構築していかなきゃ

実施して十分対処されているのかどうか、お伺いした

ならんと、そういうふうに思っているところでござい

いと思います。

ます。
以上です。

○委員長（八重櫻友夫君） 菅原総務部長。
○総務部長（菅原慶一君） 防災無線にかかわっては、

○委員長（八重櫻友夫君） 城内委員。

毎議会ご質問をちょうだいしますけれども、いずれさ

○城内仲悦委員 消防施設費についてお聞かせくださ

きの議会でもご答弁したと思うんですが、いずれ現在

い。

の状況につきましては、現地調査、住民の方の連絡な

防火水槽施設整備ですが、箇所数と場所、それから

りそういうふうなものによって現地調査を実施して、

消防ポンプ自動車整備についても台数とどこに配備に

そして音波の状況等について実際に行って、そしてさ

なるのか。
それから、次の消火栓標識設置経費ですが、40万

らにその方向性とか音波の状況等を調べて対応してい

8,000円、これ非常に大事だと思うんだけれども、ど

るのが実態でございます。
ただ、しかしながら、いわゆる自然状況とかそうい

のような標識になるのか。消防団では、雪が降れば除

うものによってスピーカーの角度を変えても今度は一

雪をして見えるようにするし、草が生えれば草を刈っ

端がまた悪くなったりとか、そういうふうな実態も起

て消火栓の位置を明確にしているんですが、どのよう

きているのも事実でございます。

な標識になるのか。
それから、消火栓の設置もありますが、箇所数と、

それで、先般の議会でも申し上げたんですけれども、
いずれ、山形町につきましては個別受信機なる、そう

本管150ミリでないとなかなか消火栓つけれないわけ

いうふうな対応をした経緯もございます。それで、実

ですけれども、対応が150ミリの対応なのか、75の対

際は個別受信機についていろいろあるんですけれども、

応なのか、箇所数等も含めてお聞かせください。

久慈市内においては、いずれ防災無線の塔を立てまし

○委員長（八重櫻友夫君） 菅原総務部長。

て、それで実際カバーしているのが実態ですが、中山

○総務部長（菅原慶一君） ４点ほどご質問いただき
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ました。87ページの消防施設費の項目すべてでござい

○委員長（八重櫻友夫君） 菅原総務部長。

ますけれども。

○総務部長（菅原慶一君） これはいわゆる地域の皆

まず、防火水槽の施設につきましては40トン級３カ

さんの情報等を勘案して、いずれできるだけ早目に進

所、現在山形と、それから、上長内方面、それから広

めてまいりたいと、そのように答弁させていただきた

野の方面、これの３カ所を予定しておるところでござ

いと思います。

います。それから消防ポンプ自動車整備につきまして

以上です。

は、天神堂、これポンプ車１台を一応予定しておりま

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

す。それからあと３台、小型ポンプ積載車、一応予定

10款教育費、説明を求めます。菅原総務部長。

は７分団、８分団、12分団、これを予定してはおりま

○総務部長（菅原慶一君） 10款教育費１項教育総務

す。

費でありますが、１目教育委員会費は316万円を計上、
２目事務局費は１億9,695万9,000円を計上。

それから消火栓標識設置経費ですけれども、これに
つきましては、不良標識、いわゆるさびついたものと

88ページとなります。３目教員住宅費は、579万

か見えづらくなったもの、これについて新年度この予

8,000円を計上、４目教育職員研修費は25万7,000円を

算では12カ所の更新を予定しております。

計上、５目教育研究指導費は3,789万1,000円を計上、
前年度と比較して、1,182万円、45.3％の増でありま

それから消火栓設置工事負担金でございますけども、
これは来年度一応新設５カ所、まだ場所についてはは

すが、主に教師用教科書指導書購入経費の増によるも

っきり決定してはおりません。これについて、いずれ

のであります。
90ページとなります。教育総務費は、合わせて２億

山形方面とか、その辺を中心にいずれ５カ所、設置を

4,406万5,000円を計上いたしました。

予定している予算をお願いしているところでございま

２項小学校費でありますが、１目学校管理費は、３

す。

億418万2,000円を計上、前年度と比較して、9,121万

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 城内委員。

4,000円、42.8％の増でありますが、主に学校維持補

○城内仲悦委員 消火栓ですが、本管150ミリ対応で

修経費の増によるものであります。

すか、何かその消火栓が75だとなかなか圧力が足りな

２目教育振興費は、7,231万7,000円を計上、３目学

いということがあるんですが、そういうことでいいで

校建設費は、久慈小学校改築事業費４億1,703万2,000

すか、150ミリ対応ですか。

円を計上、小学校費は合わせて７億9,353万1,000円を

○委員長（八重櫻友夫君） 菅原総務部長。

計上いたしました。

○総務部長（菅原慶一君） これは法によりまして、

３項中学校費でありますが、１目学校管理費は、１

基本的には150ミリの対応ということになります。し

億8,697万円を計上、前年度と比較して3,959万6,000

かしながら、先の一般質問でもご答弁申し上げたんで

円、26.9％の増でありますが、主に学校維持補修経費

すが、いわゆるその水道管の管網が180メーター、１

の増によるものであります。

端である場合には75ミリ、これでも可ということにな

92ページとなります。２目教育振興費は１億317万

ります。ここら辺はいずれ制度内に合致するような格

9,000円を計上、中学校費は合わせて２億9,014万

好で消火栓を設置してまいりたい、そのように考えて

9,000円を計上いたしました。４項社会教育費であり

おります。

ますが、１目社会教育総務費は、２億5,052万円を計
上。

以上です。

94ページとなります。２目公民館費は3,619万1,000

○委員長（八重櫻友夫君） 佐々木委員。
○佐々木栄幸委員 消火栓の標識の件ですけども、新

円を計上、３目図書館費は2,347万円を計上、４目文

しく出たところにはあるようですが、前に設置してあ

化会館費は１億4,100万9,000円を計上。
96ページとなります。５目三船十段記念館費は

るところにはない部分が結構ありますが、あるところ
に全部本当はつけてほしいと願っているんですけども、

2,006万6,000円を計上、社会教育費は合わせて４億

その標識の設置の見通し、考え方をお願いします。

7,125万6,000円を計上いたしました。５項保健体育費
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でありますが、１目保健体育総務費は6,383万2,000円

すが、こちらの事業におきまして、文化財マップの作

を計上。

成をご提案しております。
以上です。

98ページとなります。２目体育施設費は１億2,864
万7,000円を計上、前年度と比較して2,488万3,000円、

○委員長（八重櫻友夫君） 砂川委員。

24.0％の増でありますが、体育施設維持管理費の増に

○砂川利男委員 大変ありがとうございました。一歩

よるものであります。

私の思いに近づいたような感じを受けとめたわけでご

３目学校給食費は３億7,985万2,000円を計上、保健

ざいますが、質問の順番がちょっと逆になったような

体育費は、合わせて５億7,233万1,000円を計上いたし

んですが、久慈市内に点在する歴史的地名なり、ある

ました。

いは文化史跡、そういうものに対する看板は確かに立
ってあるんですけれども、私はまだまだ少ないという

以上です。

ふうに思います。

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。砂川委

例えば、久慈市は昔は山伏の集団、寺の村であった

員。
○砂川利男委員 93ページをお願いいたします。この

と、これが総本山にも15ほどのお寺としての登録が既

芸術文化振興事業費あたりに該当するかと思うんです

にされている古文書が発見されておる。そういった歴

けども、前にも一般質問で申し上げるにちょっと時間

史から見ていくと、お隣の軽米町さんあたりも山伏の

が足りなかったんでそれに関連して質問したいと思い

云々するのは古文書の中に久慈市内の中でも散見され

ます。

る状況と。それをつないで考えてみていくと、戸呂町

私はこの久慈市の振興発展の要ではないかもしれな

の地区には山伏峠というところもちゃんと命名が載っ

いけども、歴史を掘り起こし歴史の検証をしていく、

てあるというような現状にあるわけですから、そうい

こういうものは非常に重要な一部でないかなという思

った意味から申し上げれば、私はこの立て看板という

いから申し上げた経緯があるわけでございますが、そ

のは非常に重要な意味を持ってくると。

の中で何回も申し上げているとおり、食のマップがす

例えば、そういった意味において戸呂町地区には山

ばらしいのが出回っておると、これにあわせるような

伏峠というところが、昔ここ戸呂町のほうの修験道の

形じゃないんですけども、この歴史のマップというも

関係で通ったと思われる。地域によって山伏峠という

のはどうしても私は考えていただきたい。

ものが命名されただろうとか、そういう形のものがあ

これはたびたび申し上げているとおり、久慈市によ

ることにおいて、私はこの自分が住んでいるところの

そから訪ねてこられた方、あるいは久慈市の我が住ん

地域に対する愛着、歴史に対する愛着というものが増

でるところの郷土の歴史・文化、こういうものを関心

していくものだろうというふうに思って、一般質問を

を持ったときの私は杖になるようなものだという思い

させていただいた経緯がございますので、看板があっ

から申し上げた経緯がございますので、この歴史マッ

て、看板を見て、訪ねて歩く上で歴史マップとかいう

プとかそういったものに対する認識は今日までの間に

ものがあってくるとなかなか興味が沸いてくるんでは

どのようにとらえてこられたか、それをお尋ねいたし

ないかなというふうに思いますので、先ほどのご答弁

ます。

では、歴史マップに近い形のものを考えていただいて

○委員長（八重櫻友夫君） 久保社会文化課長。

いるというように理解したわけでございますが、看板

○社会文化課長（久保司君） 文化財にかかわる歴史

についてはどのような認識を持っているかお尋ねいた

マップについてご説明をいたします。

します。
○委員長（八重櫻友夫君） 久保社会文化課長。

歴史マップの作成につきましては、昨年９月の議会
におきまして、平成５年度に指定文化財マップを作成

○社会文化課長（久保司君） 文化財等の説明板につ

し、全戸配布している旨をご説明したところでありま

きましては郷土の歴史・伝統・文化をはぐくんだ貴重

す。その後検討いたしまして、平成23年度の予算にお

な遺産である文化財の保護を目的としております文化

きまして、久慈市歴史民俗資料室発信事業、重点分野

財保護事業の中で、平成23年度３基の設置を提案して

の雇用創出事業により実施したいと考えているもので

おります。
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必要があろうかと思うんですが、これについての考え

以上です。

もお伺いしたいと思います。

○委員長（八重櫻友夫君） 砂川委員。

以上です。

○砂川利男委員 その予算的な部分もあると思います
ので、継続してずっとやっていくかどうかというのは、

○委員長（八重櫻友夫君） 鹿糠沢総務学事課長。

当局の予算状況との兼ね合いによるものと思いますが、

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君） 私のほうからは学

大変なご努力をいただいたなということに感謝を申し

校図書、それから、小学校の遊具の関係についてお答

上げたいと思います。引き続きその思いでぜひご検討

えいたします。
学校図書の充足率のことかと存じますが、平成22年

していただきたいということをお願いします。大変あ
りがとうございました。

度におきまして、小学校では87.3％になります。昨年

○委員長（八重櫻友夫君） 梶谷委員。

度が83.6％でございますので若干上昇しているという

○梶谷武由委員 何点かにわたって質問をしたいと思

ふうになります。中学校につきましては、本年度が

いますが。91ページ、小学校費と93ページ、中学校費

74.5％、昨年度が75.8％、これは廃棄処分が結構ござ

のかかわる分ですが、１つは学校の図書費のことです。

いましたので若干数字が下がっているという状況にな

図書の整備率、小学校・中学校別、それからこれは前

ります。

年に比べてどれぐらいの増加、あるいは減少、その率

それから遊具についての考え方でございますが、遊

がこれはおおよそでも結構ですが、お伺いをしたいと

具についての法律といいますか、安全性の基準が、平

思います。

成21年度だと思いましたけれども、21年度からかなり

それから２つ目が、小規模校同士の合同学習とか、

強く適用されるようになったことから21年度中に点検

あるいは学校統合がある場合、統合に向けた交流学習

をして、21年度、22年度かけて使えないものは撤去し

というのを行っているわけですけれども、この学習を

ているという状況にございます。
しかし、設置をするに当たっては、遊具は特殊でご

行うに当たっての児童生徒の移動手段、これはどのよ

ざいますので、かなりの財源を必要とすることから、

うになって、現状でどのようになっているのか。

計画的に学校現場とも相談しながら検討してまいりた

あとそれから、もう１つは別のことですが、小学校

いというふうに考えております。

の先生方から話を聞く機会があって、いろいろ話を聞

以上でございます。

くと、学校の遊具が大変少なくなっていると。安全点
検をして、その安全が確保されない場合、修理ではな

○委員長（八重櫻友夫君） 坂川学校指導課長。

くて撤去されて、撤去された後の更新という形で行わ

○学校指導課長（坂川孝志君） それでは、集合学習

れないために遊具が少ないと。体力向上とか、あるい

等にかかわる児童の移動手段につきまして、お答えし

は運動能力を高める上でも遊具がぜひ必要だという声

たいと思います。これにつきましては、登下校時以外

が高いわけですけれども、この遊具の整備についての

のところでスクールバス等を使用できる場合には使用

考え方をお願いをします。

し、使用できない場合にはバスを借り上げて対応して
いるところでございます。

それからもう１つは、これは93ページの芸術文化振

以上でございます。

興事業になるのか、あるいは公民館の生涯学習になる
のかちょっとわからないといいますか、それにかかわ

○委員長（八重櫻友夫君） 久保社会文化課長。

る、どちらかにかかわる分だと思うんですが、２月に

○社会文化課長（久保司君） 山根若者の会の演劇発

山根町の若者の人たちが劇をアンバーホールで上演し

表について、ご説明をいたします。
委員のご指摘のありました２月13日は、市民学習の

たわけですが、このような活動をどのように評価をし

集いの際に発表をしていただきました。これは学習成

ているか。
というのは、その地域における青年たちの活動が地

果の発表ということで、各種団体からの発表をいただ

域を元気にする。そしてこの活動が一生懸命になると

いているものであります。こちらは例年アンバーホー

いうことは地域の活性化にもろにつながっていくわけ

ルで行っております演劇ワークショップ等の参加等を

ですので、この活動を継続できるように支援していく

呼びかけ、支援などを行っており、今後とも継続して
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のかとか、これは太陽の関係もあるわけですが、その

ご支援をさせていただきたいと考えます。

辺とかいろいろな面で非常にこの野球関係者のかかわ

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 梶谷委員。

りを持たせてもらえればと思っておりますし、また施

○梶谷武由委員 図書の分について、再度お伺いした

設の整備につきましても、川崎町に野球場をつくった

いんですが、文科省では後期の図書の整備計画を立て

際、48年に供用開始になりましたが、ちょっとしたエ

て、５年間で1,000億の交付税措置を行うということ

ピソードがありまして、供用開始直前にこの外野の

で、年200億ずつということで、後期の分については、

ポール、両翼にホームランの線にポールが立ってるわ

陳腐化した図書の更新を含めてということで、そうい

けですが、このホームランかファールかを見極めるた

う計画の中に陳腐化という表現まで入ってるわけです

めのそのポールに網がついてるわけですが、その網を、

が、学校で古い図書が相当数あるのではないかという

本来であれば内側に網をつけて、ぶつかればホームラ

ふうに考えるわけです。その古い図書の廃棄について

ンということなわけですが、当時久慈市では、その外

指導を行った結果、こういう数値があらわれたのかど

側に網をつけてたというようなエピソードがありまし

うか、お伺いします。

て。その辺もありますので、ひとつ選定に当たって、

○委員長（八重櫻友夫君） 鹿糠沢総務学事課長。

場所の選定、あるいは施設の整備に当たっては、野球

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君） 図書の廃棄の関係

関係者、あるいは野球協会とのかかわりを強く持って

でございますが、教育委員会といたしましては、学校

ほしいと、このように思っておりますが。

側の指導といいますか、そういうものは行っておりま

例えば土地選考、場所選考の場合は選考委員、ある

せん。ただ図書協会なるものが、全国学校図書館協議

いはオブザーバー、あるいは関係者に相談するという

会という組織がございまして、そこの中で学校図書の

ような具体的な方法があるかと思いますが、今後国体、

廃棄基準というものを定めているようでございます。

あるいはプロ野球、全国大会、東北大会等を誘致する

その基準に基づきまして各学校では対応しているもの

ためにも、皆さんでいろいろ協議しながら立派な野球

だというふうに認識しております。

場をつくってもらいたいと思っておりますが、その辺
のかかわり、野球関係者、野球協会とのかかわりにつ

以上でございます。
○委員長（八重櫻友夫君） 小倉委員。

いてのどういう具体的な方法でかかわっていくかをお

○小倉建一委員 99ページの体育施設にかかわる野球

伺いしたいと思います。

場の建設についてお伺いしますが、これまでも新野球

○委員長（八重櫻友夫君） 面代社会体育課長。

場建設については、野球関係者等にも相談しながらと

○社会体育課長（面代民義君） 野球場建設にかかわ

いうようなことでしているわけですが、具体的な話を

ってのご質問でございますが、土地の選定、施設の恐

お伺いしたいと思いますが。つい最近も岩手県の野球

らく配置とかさまざまな設定等にかかわって、野球協

協会の理事長にも指導を受けてきましたが、県営球場

会、あるいは専門家等の意見を聞く機会とのことでご

等をつくる際にも野球関係者等と相談しながらやった

ざいます。

よと、久慈でもそういうふうにしたほうがいいよと、

土地の選定につきましては、一般質問、全員協議会

施設の駐車場がどうとかじゃなく、野球の試合が立派

等でもご説明したとおりでございますが、30数カ所の

にできるような施設がやっぱり一番だろうというよう

中からこれまでいろいろ庁内から専門業者等の選定に

な話を指導を受けてきておりますが。そこで、選定に

当たって、その前にはスポーツ振興審議会と野球協会

当たる、あるいは施設をつくる際に当たっても、野球

の代表者等も入っておりますし、その他のスポーツの

関係者のかかわりをお願いしたいわけですが。

代表も入っております。そういった方々からも参考意

例えば、土地の選定につきましては、野球では風が

見としては聞いております。それから県の野球協会の

非常に試合でもあるいは練習でも影響があるよという

理事長さんにも国体にかかわっての正規視察の指摘事

ことなわけですが、その風の影響等を見極める、ある

項等を踏まえて、細かい点等こういったところはどう

いは例えばセンターラインといいますが、ピッチャー

いうふうに対処していけばいいのかというようなこと

とキャッチャーの線がどの方向に向かったほうがいい

で、これは相談をしております。ですので、土地の選
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定については、これ以降、専門家の意見というものは

○委員長（八重櫻友夫君） 小野寺委員。

聞くというよりも候補地の地権者の意向、打診等に努

○小野寺勝也委員 何点かお聞かせをいただきます。
93ページ、歴史民俗資料館にかかわって、過般の一

力してまいりたいと。

般質問でもたたら館の問題について触れましたけども、

これからの施設整備の、野球場の方向からさまざま
な細かいバックスクリーンであるとか、照明であると

私、不案内なんですが、たたらの精錬の実験場といい

か、そういったものにつきまして、用地がめどが立っ

ますか、やってるところが県内でもあるようですけど

た時点で基本計画を策定する段階等に当たって、野球

も、あの敷地内にそういうたたらの精錬の実験場をつ

協会はもちろんですが、それぞれの他種目のスポーツ

くると。そして関係者や子供たちにも見ていただいて、

等の関係者からも意見を聞く機会を設けていく必要が

歴史に思いを馳せるということも大事だと思うんです

あると考えております。

が、その点についてお聞かせをいただきたい、第１点。

以上でございます。

第２点は、91ページ、久慈小学校の改築問題につい

○委員長（八重櫻友夫君） 小倉委員。

て、これは末﨑副市長にお尋ねいたします。繰り返し

○小倉建一委員 大体わかりましたが、場所の選定に

は避けたいと思うんですが、昨年の12月の末﨑副市長

当たっては、風の影響というのは非常に野球の関係で

の答弁と今議会での答弁には、明らかに違いがあると

は強いわけですが、その辺の関係も心配ない６ヵ所に

思うんですが、そのことをお認めになりますか。お聞

なっているのかどうか、お伺いしたいと思います。

かせ下さい。

○委員長（八重櫻友夫君） 面代社会体育課長。

○委員長（八重櫻友夫君） 末﨑副市長。

○社会体育課長（面代民義君） ただいまの風の関係

○副市長（末﨑順一君） 久慈小学校の改築にかかわ

ということでございますが、風もそうですが、やませ

って、設計の選定にかかわってのことでしょうけども、

を第一にいろいろ検討しまして、それから西風、北風、

どの点が違うかということを言っていただかないと、

さまざまな風光等についても専門業者に委託する際に、

どう思っているのかということを言っていただかない

それも含めて検討しております。

とわかりません。私は違ってるとは思っておりません。
○委員長（八重櫻友夫君） 久保社会文化課長。

同じ地区であっても壁というか、山林等残して風の
影響を少なくするような配置であるとか、これについ

○社会文化課長（久保司君） ご質問をいただきまし

ても用地が決まりましたら、その中での配置もあると

た、たたら館の資料等についてご説明をさせていただ

思いますので、そういった点も含めて聞いてまいりた

きます。現在、たたら館の資料を含めて、製鉄関係の

いと思います。

資料につきましては歴史民俗資料室の一室に展示をさ
せていただいております。また以前、一般質問等でご

庁内のほうでも、調査でも検討しているところでご
ざいます。

案内をいただきました看板等に関しても、部屋の前に

○委員長（八重櫻友夫君） 小倉委員。

展示をさせていただき皆様からごらんいただいており

○小倉建一委員 風が強いとか弱いとかという話もそ

ます。またその実験場等に関しては、現時点では考え

うですが、例えば野球場の中で外野の方に山があった

てはおりませんが、模型等を使って、より皆様にご理

とか沢があるとかによって、ホームランが出やすい球

解をいただきやすいような工夫をしております。

場、あるいはファールになりやすい球場とかそういう

また、先ほども若干触れましたが、平成23年度歴民

のもありますので、ひとつ今後ともできるだけ相談し

俗資料室発信事業を重点分野雇用創造事業で実施させ

ながら進めてほしいということで、またかかわりにつ

ていただきたいと思っております。この事業では、先

いてお伺いします。

ほどお話をさせていただきました文化財マップの作成

○委員長（八重櫻友夫君） 面代社会体育課長。

をはじめ、見学者の皆様に対して適切な案内と説明、

○社会体育課長（面代民義君） ただいまの議員の指

そして情報発信ができるような案内説明や、その手法

摘も含めて、野球関係者、あるいは他の球場等の設置

の充実に努めてまいりたいと考えております。
具体的には、皆様を案内する場合の案内マニュアル

者等との意見等も交換してまいりたいとこのように考

や解説板といいますか、解説パネルのようなものを設

えております。
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ったわけですから、評価が下がって選考から外れたと

置したいと考えております。

いうものでございます。

以上です。

つまり、そしてその後、最終的に全会一致で決定を

○委員長（八重櫻友夫君） 小野寺委員。
○小野寺勝也委員 失礼しました。副市長、昨年の12

して市長に報告した時点で委員会の選定は終了したと

月議会では、いわゆる選定委員会を一回で終わらせよ

いうことですから、まだ第１回が終わった段階では終

うと思ったんだけども１回目の審議で選定することが

了してないというふうにご理解をいただきたいと思い

できなかったと。それで二回やったという答弁ですね。

ます。まだ報告する前に、これはもう一度やる必要が

今議会での答弁は、第１回で決めたのは第１位を条件

あるということになったわけですから、終了してない。

付きで決めたものだと。それを事務的に整理する上で

確定をしてないんです、委員会として。そのことをご

そういう条件なら選定しますというのは問題ではない

理解いただきたいと思います。

かということから設計者の意見、それに対する委員の

○委員長（八重櫻友夫君） 小野寺委員。

とらまえ方についての改めて確認すべき事項等があっ

○小野寺勝也委員 今のような答弁ですと、まさにあ

て二回やったんだという答弁ですね。これは明らかに

なたの誠実性が問われる答弁だと思うんですよ。だと

違うんじゃないですか。その点です。先ほどは失礼し

したら、第２回の委員会では、こうなってるんですよ。

ました。お聞かせください。

第２回の委員会では、「審査に当たり前回の順位に関

○委員長（八重櫻友夫君） 末﨑副市長。

係なく審査するのか」、「そのとおりだ」。そうする

○副市長（末﨑順一君） ただいまのご質問ですけれ

と、第１回目の会議は何だったのかということになる

ども、言葉の違いはありますが、言ってる内容は同じ

んですよ。無意味だったということでしょ。参考にし

でございます。もう少しそこを詳しくお話しをいたし

ない、ご破算だということでしょ。あなた方は第１回

ますと、選定委員会の仕事といいますのは、委員会の

の会議を何のためにやったんですかということになる

設置要領の第２条で、「委員会は調整、審議したこと

んですよ。

を市長に報告すること」と規定をしております。で、

そこで、事務方には聞いてない、事務方そういう権

市長に報告した段階で選定委員会の決定が確定をする

限はないでしょう。末﨑副市長を先頭にしての委員会

ということであります。

でお決めになったんでしょ。あなたの責任で答弁して
くださいよ。

今回の久慈小学校の設計業者の選定は、第１回の選
定委員会が終了した後に、まだ市長に報告する前に、

それで、改めてお聞かせいただきます。この選定に

もう一度ヒアリングをする必要があると判断をいたし

かかわるプロポーザル実施要領の第７の⑤及び⑥、お

ました。で、第２回の選定委員会を開催したというも

手元にありますか。第７の⑤と⑥、これについてその

のでございます。何回も繰り返しますが、第１回の委

内容について説明してください。
委員長に聞いてます。あなた、部下に答弁させたら

員会では、技術的等とありますが、事務的にも問題が
ないことをチェックすること。それからその条件を加

だめだよ。

えて設計者を一回選定したわけですが、しかしそうい

○委員長（八重櫻友夫君） 末﨑副市長。

ったチェックをしたうえで問題があって、再度審議の

○副市長（末﨑順一君） そのような事務的な規程に

必要があるということだったので開催の判断をして、

ついて答弁をしろということですので、事務方が答え

その結果、全会一致で最終の決定をしたんです。

るべきだと判断したわけですが、どうしても私からこ
こを読めというのであればお読みいたします。

事務的に問題があったということについてご説明を

選定委員会設置要領の第６条と第７条って言いまし

いたしますと、第１回の評価では、加えた条件、条件

たですね。第６条は庶務、「委員会の庶務は」

を加えたわけですけども、その条件というのが何とい

〔発言する者あり〕

いますか、含んだ評価をしているわけなんです。その

○副市長（末﨑順一君） 何条ですか。

前提を加点をして１位になっているんです。それで第

〔「第７のその他でしょ」と呼ぶ者あり〕

２回では、それを確認する必要があるということで、

○副市長（末﨑順一君） すいません。委員会の設置

この加えた条件では、その加点を外すということにな
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それで実は、「久慈市民報」というものがございま

要領ではなくて、守秘義務のことじゃなくてですか。

して、これはたまたま私の手元に届いたんであります

〔「実施要領」と呼ぶ者あり〕
○副市長（末﨑順一君） 実施要領の。大変失礼しま

けれども、若干事実と違った記載等があるということ

した。もう一度お願いいたします。

を確認できました。したがって、何かしら一つの物語

○委員長（八重櫻友夫君） 小野寺委員、もう一度お

があって、そこに至る過程の中でこの理論を築き上げ

願いします。

るためにさまざまなことをお聞きになってるのかなと、

○小野寺勝也委員 久慈市立久慈小学校改築事業設計

こう思えてならないんであります。

者選定にかかわるプロポーザル実施要領というのがあ

ただいまご質問のありました７の⑤でしょうか。

りますね。第１は目的、第２は設計者の業務、手続

「本プロポーザル方式による設計者の選定は云々」と

等々、第７までありますね。第７のその他というのが

いうところでありますが、これについてはまさにその

ありますね。その⑤、⑥について説明してください。

とおりでありまして、受託者の選定を目的に実施する

いいですか。

ものであるということは確かなんであります。まさに

○委員長（八重櫻友夫君） 末﨑副市長。

その受託者を決定するために、選定委員会でもってさ
まざまな段階を踏んで最終的に委員会として、一回で

〔発言する者あり〕
○副市長（末﨑順一君） 普通であればですね。では。

あろうと二回であろうと、いずれ最終的に決定したも

○委員長（八重櫻友夫君） 晴山建設部長。

のが私のところに上がってくると。その段階でよろし

○建設部長（晴山聰君） 実施要領の第７、その他の

かろうということで決裁をし、その後それが正式の決

⑤、⑥の部分であります。よろしいですね。

定と、こういうことになる流れになるわけであります。

まず、第５の部分でありますけれども、「本プロ

その至る過程の中で、さまざまなご議論はあろうと思

ポーザル方式による設計者の選定は、受託者の選定を

います。私どもとすれば、大変に重要な施設になるわ

目的に実施するものであり、契約後の業務においては

けでありますので、さまざまな角度から検証を加えな

必ずしも提案内容に沿って実施するものではありませ

ければならない。
例えば、建設される地域の高さ制限であるとかさま

ん」と。
⑥でありますけれども、「市は最も評価が高いもの

ざまなこともありますよね。それからやはり堤防沿い

を設計業務委託の第１位契約候補者として契約締結交

に今校舎がないわけでありまして、そういった校舎、

渉を行うものとする。その場合の業務委託費算定は、

あるいは体育館、そういった施設がどのように配置さ

市の基準によるものである」というものであります。

れるかということは今提案の基幹を成す部分なわけで

○委員長（八重櫻友夫君） 小野寺委員。

あります。そういったところも含めて提案をいただい

○小野寺勝也委員 今説明していただきました⑤、⑥、

ているわけです。

特に⑤によれば、提案された企画提案、これを杓子定

その中で先ほど末﨑副市長から、我々の選定委員会

規にそのまま受け入れるということでなくて、最も優

の一方的な希望として、こうしていただくならば点数

れてるものを選ぶと。設計者を選ぶですね。ですから、

は高いねということが第１回目だと私は受けとめてお

その次の段階では発注者の情報や提案を提起をして、

ります。ただしかし、そのことが本当に可能なのかど

よりよいものにしていくと。発注者の意を酌んでいた

うか。聞いておられますか。可能なのかどうかについ

だくということは十分可能なわけでしょう。どうです

て、みんなからさらに確認をしなければならない。提

か。

案者からそれぞれの提案があったわけでありますけれ

○委員長（八重櫻友夫君） 山内市長。

ども、それぞれの提案について、選定委員会としての

○市長（山内隆文君） 先日からいろいろご協議をい

疑問点やら、本当にこうやってみたいんだがそれが技

ただいているんでありますが、議員のご質問の根底に

術的に可能だろうかどうかということの確認作業をし

は、何か疑わしいものがあるぞと、こういった前提に

ない限り、それは前に進めないということになります

基づいていろいろとお聞きになっているなというふう

よね。
私が聞いておりますのは、例えば堤防沿いに校舎が

に受けとめました。
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はりつく、これは堤防からグラウンドがよく見えない

同様に、校舎を長くしておったが、それではグラウ

状況があるというので、それを少し寄せて高くしたら

ンドが見えない。だったらそれを短くする。だったら

どうかと、例えばそういう提案がある。提案といいま

短くした分の容積をどこにやるかと。上にそのまま３

すか、意見があったとします。それが技術的に可能な

階建てに、４階建てにするのか。あるいはまた体育館

のか、また設計者、提案者の意図にかなうものなのか

の上に重ねて建てるのか。そんなことの概念設計の優

どうか、そこはしっかり検証していかなければならな

劣を決めていくわけであります。

いことなんだろうと思うんです。そういうことの手続

ですから、提案者には提案者の意図があります。あ

をやってきたというふうに私はとらえておりますし、

る以上は一定限度譲れない線もあるわけであります。

そして先ほど申し上げたとおり、一回目で足りなけれ

そういったことも確認しないままに、幾ら設計者を決

ば二回、三回とやって、より瑕疵の少ないもの、いい

めた後に自由に我々が意見を言えるということにはな

ものを提案をしていただくと、この努力の上に立って

ってはいるけれども、現実的には話にはなっていない

私どもの最終決定をするということになるわけであり

わけであります。
そういった中で、ぜひともご理解いただきたいのは、

ます。
ぜひとも、例えばでありますけれども、なぜ正反対

私どもは選定委員会の皆さんは、それぞれの立場から

に評価をかえたのかという項があるんでありますが、

疑問点、あるいは意見を交わしながら提案者に対して

そこに前回１位の株式会社、正式名称書いてあります

質問を加えていったと。その結果、全会一致でもって

が、Ｋ設計を最初に除外しと、こう書いてありますが、

私のところまで報告が上がり、決裁を行ったと、こう

最初に除外したというふうには私は報告を受けており

いうことであります。悪意に見れば、幾らでも悪意の

ません。４社やってその中で１位が決まっていったと

ストーリーはつくれると思うんです。私どもは何も悪

いうことであって、最初に除外したというような事実

意をもって、何て言いますか、こうあるべしという結

はないというふうに私、聞いております。ただしかし、

論があって、そう行ったのではなくて、選定委員会の

こちらには最初に１位のものは最初から外しちゃって

中でいろいろな議論を重ねられる中で概念設計として

やったよと。いかにも第１位のものを外すためにやっ

最もすぐれたもの、しかも現実性のあるもの、こうい

たんだと言わんばかりの表現になっておるわけです。

ったものを選定して私は報告をいただき、決裁したも

これはやっぱり市民の皆さんに大きな誤解を与えるも

のだと、こう理解しております。

のだなというふうに思っております。

○委員長（八重櫻友夫君） 小野寺委員。
○小野寺勝也委員 市長、るる答弁いただきましたが、

私も先般ご指摘をいただきましたので、いろいろと
資料を自分なりに調べてみました。国土交通省大臣官

結局言われてることはわかるんですよ。結局、最後に

房官房長営繕部、多分前に城内委員さんでしたか、な

言われた、その企画提案に対しての発注者である市の

んかに基づいて、プロポーザルとはどういうものかと

方から逆提案といいますか、あるいは要望等を出すこ

いうことのお話があって、そのとおり私もちょっと調

とができるということはそのとおりですよね。まずそ

べてみましたんですが、ご指摘のとおり、これは事業

れが第一点。

者を決めるのであって設計図面を決めるのではない。

そこで、市長も強調された過般の答弁でもあった、

そのとおりです。ですから、私どもも設計図面、詳細

いわゆる２階建てを３階建てで、堤防からグラウンド

設計図面でもってやったのではなくて、この土地の中

が見えるような条件とするというのがありましたね。

にどのように校舎、体育館が配置されるのか。体育館

ところが、その結論はあるんだけども、この会議録

の高さはこちらに配置されるけれども、そこは低層住

にはどういう質問をして、末﨑副市長が言われたよう

宅地帯だとすれば高さが確保できないんだと。だった

に設計者は低層建築が理念なんだと言われたですね、

らばこちらに動かせるかというようなことですよね、

答弁で。

例えばですけど。そういうことが私どもの設計意図が

ところがそのやりとりは、この会議録には一切ない

違うと言われてしまったらば、それを評価が下がらざ

んですよ。いわゆる市長が今答弁された、あなた方の

るを得ない。

論拠とすれば、いわば肝心要の部分ですよね。なぜそ

－82－

その業者との質疑の中でも、これは私のほうから質

れが会議録にないんですか。結果としてありますよ、

問した部分であったわけですが、昇降口が北側とそれ

低層にこだわったと。
そこで、その点についてお聞かせいただきたいんで

から東側にあったと、「何でそれが１カ所にならない

すが、その前に、前提にこういうやりとりがあります

のか」というふうな質問をしたわけです。それは誘導

ね。ヒアリングする際に、いわゆる第１回の選定会で

ではなく、これは最初の一回目もやってるんです。

条件付きで第１位とした設計者に対し、「３階建てに

それは、なぜそういう理念、考え方、むしろ私は有

することはできるのかの質問はするのか」と、「そう

事の際を考えたときに、有事の際を考えたときに昇降

いう質問してもいいのか」と。これに対して、「誘導

口が２つあるというのは、非常にこれは危険があるだ

するような質問ではなく、回答に３階とする提案があ

ろうと。それで、体育館のグラウンドのほうに皆さん

った場合に進めるようにしたい」という、いわば縛り

が避難をする際に、避難の誘導する道そのものが違う

ですね。いいか悪いかわかんないけども、そういう縛

わけですから、「一緒に誘導ができるような、そうい

りの中で、第１回の選定で第１位に選ばれた設計者に

ったものが必要じゃないんですか」というふうな質問

対して、どういう質問の仕方をして、その結果、答弁

等もしております。
そういった部分で、改めての部分でその設計業者の

にあった低層が理念なんだという答弁が返ってきたん

意向を確認をしたという部分であります。ですから、

ですか。その点お聞かせ下さい。
それから同じことですが、今度は第２回で第１位に

我々が委員の中でこういうふうにああいうふうにと誘

なった設計者が、「昇降口が２か所あるが１カ所に集

導してその物事を決めたということではなくて、あく

約する考えもある」との回答だったと。これはどうい

までも確認をさせていただいたという点でございます。
以上であります。

う、何と質問して、誘導するような質問はできないわ

〔「エレベータは」と呼ぶ者あり〕

けでしょう。何と質問してこういう答えが返ってきた

○建設部長（晴山聰君） エレベーターにしても、こ

んですか。
同じく、「エレベーターの設置はコスト的に控えた

れはまあ障がい者の子供たちも当然入ってくる可能性

が設置をしたい」と。これは何と質問してこういう答

がありますんで、「そういった方々のために、そうし

弁になったんですか。その点お聞かせください。

たエレベーターも必要なものですよね」というふうな

○委員長（八重櫻友夫君） 晴山建設部長。

お話をしているわけです。ただそうなってくると、そ

○建設部長（晴山聰君） まず、記録の関係でござい

の建設コストにかなりはね返ってくるということ等も

ます。確かに事細かな部分の記録というものはここに

ありますので、そういったことも委員会の中で開陳し

は載せてはおりません。ただ、そういった皆さんの意

ながら今回のようになったといいますか、そういった

見を、大層をまとめたものが記録として今残っている

ものであります。

ところであります。個々のやりとりについてはテープ

いずれ、不自由な方々が来ても困らないようなもの

といいますか、そういったものには残ってはいるわけ

にするためにはエレベーターというものも必要である

ですけども、そういったものを解きほどきながらその

と、そういったものを質問しているわけです。
以上です。

意見の大層をまとめているものであります。

○委員長（八重櫻友夫君） 小野寺委員。

それから、昇降口が２カ所のものを１カ所にできな
いかというふうなお話もありました。確かに委員長か

○小野寺勝也委員 一方では、堤防からグラウンドが

らはその設計に対して誘導するような発言は控えると

見えるように３階建てにできませんか、できないんで

いうことで、それで各委員が事前に疑問のある点、そ

しょうかと、こういう聞き方はだめだと。昇降口につ

ういったものを委員長がまとめて、まず質問をいたし

いては、２カ所あるのをやっぱり安全確保のために１

ました。これは二回目の審査でありますけども、まと

カ所にできませんかと、それは聞くのはいいと。障が

めて委員等の疑念に残った部分を、まとめて質問をし

い者のために体制はどうですかと、これは誘導質問で

て、その後でまた再度の審査会の中で意見を交わした

はないと言われました。
わかりました、そういう話もあるんですね。

というものであります。
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そこで市長は、悪意とか何か意図的と言いましたけ

○副市長（末﨑順一君） そのとおりでございます。

れども、私らは疑問、疑惑があったらただすというの

そして、私が言っているとおりの意味で発言を事務方

は、それこそ議会の役割ですよ。ですから、しかも末

はしております。
最終的にどういう質問をしたかといいますと、どう

﨑副市長が前回の一般質問で、公開する考えはありま

してもそこのところは癩癩実はこの会議というのは委

せんといた時にしゃべったんですね。
この要領によっても設計者は異議を唱えることはで

員は守秘義務がございまして、その途中経過が外に出

きないとなってるんですね、選定結果に対して。そし

るということは考えられないことなんですけれども、

て、その選定結果について、いわゆる肝心のところが

１位が２位になったり、２位が３位になったりとか、

会議録にもないと。選定委員会のも公開するつもりも

誰がどんなことを言ったりとか、業者はこういう、例

ないということになったら、正にブラックボックスの

えば著作権があるようなことも発言をするといったよ

中で何がやられてるんだかね。市長も信用する、副市

うなことがいろいろ出てくるわけですけれども、いろ

長も信用する、それはないでしょうということでは、

んなことがあって現在非公開になっております。
そして、先ほど非公開の理由をこの間お話ししまし

いささか問題ではないですか。

たが、一つは県でも非公開にしているということでご

そこで、繰り返しませんが、今後こういうプロポー
ザル方式が増えてくる可能性あるわけでしょ。その際

ざいます。プロポーザルを非公開にすることについて、

に、やっぱり今回の議論の経過も通じて、やっぱり原

県の考え方を聞きました。これについてはもう少しい

則公開、そして委員の公選についても、メンバーを見

ろいろと検討しなきゃならない時期に来ているのかな

てみれば、学識、識見には不足はないと思うんですが、

と。

いわゆる専門的技術の人が入ってないでしょ。あるい

例えば、今のような問題になりますと、その辺をし

は学識経験者とか外部からの、やっぱり少なくても半

っかりとお示しする必要があるかもしれません。ただ

数までとは言わないけども、少なくとも３分の１ぐら

現在は、非公開という要領で関係者が集まってお話を

いは外部からも入れると。公開ヒアリングもやるとい

しています。そして、守秘義務があるというルールで

うふうにしなかったら、やっぱり疑問や不可解だと思

開催したものですから、これは全部お出しするという

われるようなことを払拭する努力をする、あなた方の

わけにはいきません。ただ、例えば今のような３階建

責任ではないんですか。そのことだけは求めておきた

てについてどのような質問をしたかということについ

いし、最後にこれは事務方でもいいです。二回目の選

ては、これは３階建てにする考えはありませんかとい

定委員会でそれぞれ順位をつけてますね、点数。一回

うことをはっきり聞いてます。それにしたら業者にし

目と同じように点数をおつけになったわけでしょ。そ

ますよ、あなたを選びますよということは言ってませ

の点数についてお知らせください。

んが、３階建てにするかということはっきり聞いてま

○委員長（八重櫻友夫君） 末﨑副市長。

す。ちゃんと聞いてるんです。ですから、そのとき言

○副市長（末﨑順一君） 最後の点数等につきまして

われたのが、そういう考えはありません。

は、課長等からご答弁申し上げますが、最初の前段の

もう一つは、今の長中なんかも私たちの頭の中に、

部分ですね。３階建てにするということを考えがあっ

頭の中ですけどあるわけです。冬になると凍って、大

たら、要するにあなたを設計者に、選定委員会では選

変びしょびしょになってしまうということはご存じの

定しますよというようなことを、そういう先入観を与

とおり、方向は全く同じですから、南側に校舎を建て

えてはいけないという意味でございます。結果として、

るということはこれは絶対避けたいというのが会議の

そういう意味でございますよ。

前でもお話をしてまして、いろんなことがあって評価
があるわけです。

〔発言する者あり〕
○副市長（末﨑順一君） ですから、そういう意味だ

で、今点数をお話しますけれども、例えば、前の今

ということをお話癩癩そういう意味だということを説

この市民報にお書きになっている、３位のものが２位

明をさせていただきたいと思います。

に上げたとかそういうことではないんで、それは評価

〔発言する者あり〕

は変わってません。つまり、１位の点数の方がもし受
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けたら、この点数になるよという点数がなくなったの

それを目指すチーム等、まだ出現しているという認識

で、４位ということではございませんよ。３位同点と

はございませんので、それに向けた特別の支援等は現

いうことで変わったということでございますので、そ

在行っておりませんが、今後検討していく必要がある

の点をまずもってお話をさせていただきたいと思いま

のかなと考えております。
柔道につきましては、現在の小学校６年生、高校の

す。
それから、メンバーにつきましては、これはいろい

主力になりますので、その段階から講道館への遠征や

ろ専門的な人も必要でないかということ等につきまし

全国大会等、それから中学生、高校生の強化育成とい

ては、今後いろいろと今のような問題が起きますと、

うことで旅費、宿泊費等について補助金等を支出し、

事務方に技師がいるわけですけれども、そういった点

支援しているところでございます。

を、そういった方を委員に入れるとか、あるいはどな

これからも特にも柔道等につきましては有望な選手

たかを入れるということにつきましては、今後の検討

もいらっしゃいますので、関係協会等と協議しながら

課題ということにしなければいけないと思っておりま

どのような支援策等が考えられるのかも検討してまい

す。検討いたします。

りたいと考えております。
以上でございます。

○委員長（八重櫻友夫君） 佐々木建築住宅課長。
○建築住宅課長（佐々木成人君） 二回目の評点とい

○委員長（八重櫻友夫君） 畑中委員。

うことでございますが、第１位が71.2、２位が68.8、

○畑中勇吉委員 野球の方については、そうすれば特

３位が二者同点で58.4でございます。

に何も取り組む予定はないというふうなことなわけで
すか。

以上でございます。
○委員長（八重櫻友夫君） この際、暫時休憩いたし

○委員長（八重櫻友夫君） 面代社会体育課長。

ます。

○社会体育課長（面代民義君） 軟式野球競技は、久

再開は３時30分といたします。

慈市開催、一般でございますので、朝野球チーム、軟

午後３時15分

式野球のＢ、Ｃチーム等は何チームかございますが、

休憩

国体に向けて目指すというふうには現時点では伺って

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩
午後３時30分

おりませんので、現時点ではないですが、これから

再開

○委員長（八重櫻友夫君） 休憩前に引き続き、委員

チームを結成して行うような相談をしているというふ

会を開きます。

うなことも伺っております。そういったものについて
は、そういう段階で野球協会なりいろんな方々と相談

歳出10款の質疑を継続します。質疑を許します。畑
中委員。

しながら、どういった支援等が考えられるか検討して

○畑中勇吉委員 若干趣を変えて質問させていただき

いく必要があると考えております。
以上でございます。

ます。97ページ、スポーツ振興にかかわってお尋ねを
させていただきます。国体種目の当市における施設整

○委員長（八重櫻友夫君） 藤島委員。

備等については徐々に取り組み方が見えてきたわけで

○藤島文男委員 99ページ、スポーツ少年団育成事業

すが、種目の選手強化なりその目標、取り組み方等に

費補助金という欄ですが、これにこだわらないで考え

ついてお尋ねをさせていただきます。

方をお知らせ願えればそれで結構です。
と申しますのは、スポ少はいろんなスポーツの種類

○委員長（八重櫻友夫君） 面代社会体育課長。
○社会体育課長（面代民義君） 国体に向けての久慈

があって、それぞれ盛んに市内はもちろんですけども、

市開催の種目及び全体の種目ということでございます

隣接の市町村、あるいは県内の予選、大会などに参加

か。国体に向けての強化育成事業につきましては、体

している活発なクラブが多くあります。そういう中で、

協を通じて種目別協会等に強化育成費ということで補

補助金とか何とかという難しい金額的なことでなくし

助等を行っているところでございます。

て、移動用のバスなり車両、それを何とか最大限に配

また開催種目になっております柔道、軟式野球競技

慮して保護者の負担を軽減できるように、そういう意

についてでございますが、軟式野球競技については、

味から車両の効果的、効率的な配車等をお願いできれ
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○委員長（八重櫻友夫君） 佐々木委員。

ばいいなと思います。

○佐々木栄幸委員 公民館費で質問したいと思います。

と申しますのは、いろんな大会の種目、種類にもよ
りますけれども、案外に同じ曜日、日時に集中するよ

94ページになります。トイレの洋式化についてであり

うな傾向があります。そういうときにダブって使用を

ますが、昨今高齢化が進んでおりまして、年寄りの人

お願いする場合があるんですが、結局配車等、面倒見

たちが難儀をしているようです。全部の公民館に１階

ることの中にも受付順序のような格好になりますから、

なり２階なり、洋式化になってないようにお聞きする

どうしても先に申し込んだほう、後から申し込んだほ

んですが、市内にはどの程度あるのか。またその考え

うの関係、人数の関係で、適切でないというか、もっ

方をお聞きしたいと思います。

と効果的にできるなというような部分も若干見受けら

○委員長（八重櫻友夫君） 久保社会文化課長。

れますので、そういう点では弾力的な配慮をしながら、

○社会文化課長（久保司君） 公民館のトイレの整備

スポーツ参加する生徒なり父兄の熱意とやる気に対し

状況についてご説明をいたします。市内の公民館は９

て、可能な限り車両等の配車に当たっては考慮をして

公民館あるわけですが、そのうち８公民館に関しまし

いただきたい。むしろ質問というよりも要望ととらえ

ては、現在、水洗化の整備が終了しておりまして、こ

て結構ですので、一言この考え方についてお答え願え

れまで水洗化に向けて取り組んできたものだと認識し

ればよろしいです。

ております。
委員ご指摘のありました洋式化につきましては、そ

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 面代社会体育課長。

の詳しい数量や和式・洋式の別や、車いすのトイレの

○社会体育課長（面代民義君） ただいまの質問、ス

状況について、明確にはとらえておりませんが、例え

ポ少と一般も含めて移動、大会等への参加の移動手段

ば中央公民館には洋式がないと記憶しておりましたし、

のバス等の配慮等についてだと思いますが、現在のス

例えば山形公民館には洋式があると認識しておりまし

ポーツ振興号ということで、要領を設けて運行してお

た。またほかの公民館につきましても、洋式化が済ん

ります。これは普段の練習等は除きまして、県大会レ

でいる公民館については、１階・２階の確認は現時点

ベル以上の参加について、29人乗りのバスでございま

ではできませんが、ほとんど洋式が、個数はちょっと

すが、これを配置して運転手もつけて１泊２日とか大

把握しておりませんし、１階・２階の区別は明確では

会等の参加へは、その基準に応じて利用しております。

ありませんが、洋式があるものだと認識はしておりま
す。

ただ議員さんおっしゃったように、例えば県大会へ

今後は公民館のトイレの現状を正確に把握しながら、

行くチームが去年もございましたが、例えばミニバス
とか３チームでだと29人乗れませんので、そのうち二

利用者とか管理者のお話などを聞いて、利用者の利便

十何人については、振興号で手配しました。

性や整備に伴う経費のこともありますので、それらを
総合的に判断していきたいと思います。

それから偶然そのとき大会が重なって、他の市営の

以上です。

バスにも社会体育課のほうから空いてればお願いして、
スポーツ振興号の代用として要請をして派遣等を行っ

○委員長（八重櫻友夫君） 佐々木委員。

ているところでございますが、空いてなかった場合等

○佐々木栄幸委員 大体の内容はわかりましたけれど

がございましたので、それにつきましては、スポーツ

も、やはり１階は確かにあるようですが、２階に関し

少年団であれば、県大会等参加補助金ということで交

てはやはりないところも聞いておりますので、その面

通費、宿泊費、それから県大会参加料の２分の１とい

に向けて、やはり経費のほうもかかるかと思いますけ

うことで補助の制度を設けてございます。

ども、今すぐというのも無理でしょうけども、方向的
にはやはり高齢者に向けての優しい久慈市を目指して、

なお、全国大会等の場合はまた別個に補助の制度が
ございます。以上で支援しておりますので、またバス

そのように進めていってほしいと思いますので、その

の有効な活用につきましては、今後も検討してまいり

考え方をまたさらにお願いします。

たいと思います。

○委員長（八重櫻友夫君） 宇部教育次長。
○教育次長（宇部辰喜君） ただいまのトイレの洋式

以上でございます。
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化でございますけれども、確かに教育関係施設につき

あるように、こういう新しい拠点を試みる方々に対す

ましては、多くの施設を抱えておりますので、まだま

る支援なり、あるいは運営形態なりをどのようにとら

だ洋式化については整備がおくれているのは確かでご

えたり、見ておられるのか。あるいはその実態という

ざいますし、また市全体を考えましても、市全体の施

のはどうなっているのかをまず１点お尋ねをしたいと

設についても共通に考えていかなければならないとい

思います。

う、そうした共通した課題であると考えております。

それから、この４月から統合・閉校する学校がある

また最近では、家庭で洋式化、洋式のトイレが大分

んですが、基本的には閉めた後は教育財産としての管

進んでいるわけでございまして、そういったことも考

理になるのかな。例えば枝成沢小学校でしたか、企業

えますと、こういった公共施設の洋式化については、

がはりついたと、こういうふうなことですが。ここで

やはり計画的に、財政面等も考えて、そういうふうな

もあれですか。管理はいいんですが、そういうような

方向で計画的に努力していきたいと考えております。

教育財産として考える部分、あるいは地域の核となる
ような、あるいは雇用、地域振興にかかわるような部

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 泉川委員。

分という部分の政策は、やっぱり総合政策も間に入る

○泉川博明委員 私からは１点だけお伺いをしたいと

部分なのか。地域によって希望だの要望があって、そ

思います。ページ数で申しますと、91から93にまたが

こを調整するところはどこの所管なのかをひとつお尋

ってですが、この学校維持補修の件の久喜小、小袖小、

ねしたいと。総合政策部にちょっと焦点当てお尋ねし

三崎中学校のトイレの水洗化工事についてです。この

ているように聞こえるかもしれませんが、財産管理の

工事の着工開始予定と計画が完了する時期をお伺いを

ことですよ。
それから、一般質問でも出ましたが、小学校の関係

したいと思います。
○委員長（八重櫻友夫君） 鹿糠沢総務学事課長。

です。新しい教育の段階に入るんですが、小学生の５、

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君） 三崎中学校、久喜

６年生に英語教育ですか。この中身をちょっと新しい

小学校、小袖小学校のトイレの水洗化でございますが、

仕組みの中で、県下統一、全国統一の教科書が配布さ

本予算を議決いただきまして、４月からの執行となり

れて、その教科書、その担任する先生が英語を教える

ますが、業者選定、それから設計等ございます。なる

のか。あるいは小中学校の連携の中で、いままで中学

べく早くの使用ができるように頑張りたいと思います。

校から英語が始まったと思うんですが、前倒しするか

ご理解いただきたいと思います。

つながりを持たせるのか、それぞれの市町村の独特の

○委員長（八重櫻友夫君） 泉川委員。

対応でいいのか。英語教育の中身というか方針につい

○泉川博明委員 希望のあるご答弁をありがとうござ

ての詳細な部分をお尋ねしたい。２点目。

います。衛生環境も大事でありますので、遅滞なく工

それから３点目ですね。89ページのところで、くじ

事を終了させますことをお願い申し上げまして質問を

かがやきプラン事業、これの中で、前年度同額だった

終わります。

というふうなあれで継続していくということですが、

○委員長（八重櫻友夫君） 大沢委員。

これの裏づけ財源と方針というのは市独特のものでし

○大沢俊光委員 93ページですか。社会教育にかかわ

たでしょうか。ある程度継続性、要望、希望、成果、

るところでございますが、生涯学習のところ、あるい

この辺を現場の先生方から非常に好評があってという

は芸術にかかわるかと思うんですが、人口が減少化時

ことなようですが、それを受けたり、昨年度からでし

代に入ったということで、土地の生徒が減って、議会

たか、新規事業として執行したり予算化する側の評価

でも取り上げてますが、いずれ統合やら閉校が出てく

とこれからの先の考え方、この３点お尋ねします。

ると。そんな中でうまくスタートが切れたのは麦生で

○委員長（八重櫻友夫君） 大湊総合政策部長。

すか。名称は「あーとびる麦生」ですか、芸術美術関

○総合政策部長（大湊清信君） 統合後の学校校舎関

係に活用してもらって大変ありがたいわけですが、そ

係の施設の利用をどういうふうに考えるかというご質

の後の軌道に乗る形は、それぞれの受け皿で考える部

問というふうにとらえさせていただきましたが、前の

分があるわけですが、企業に対するフォローアップが

一般質問でも教育長のほうからお答えしましたとおり、
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学校のそれぞれ地区に果たす役割というのは今までそ

ほうにお貸ししているという状況でございます。体育

の中核、コミュニティ活動の中核であったろうという

館につきましては公民館の分館でございますので、教

ふうにとらえておりますし、統合によってそれが失わ

育財産のままというふうな状況でございます。
以上でございます。

れるということになれば、これは地域の財産が失われ
るということで、非常に大きな関心と危機感を持って

○委員長（八重櫻友夫君） 坂川学校指導課長。

いるところでございます。

○学校指導課長（坂川孝志君） それでは、２点ご質

偶然、偶然という言葉は悪いかもしれませんが、麦

問いただきました。まず小学校外国語活動につきまし

生小中学校の校舎の施設についてはいろんな活用方法

てですが、これは小学校５、６年生で実施する活動で

の中でも芸術的な活用するということで特殊なという

ございます。年間35時間を行うというものです。中学

か特異なというか、ほかに誇れるような活用の方法が

校の英語の前倒しではないかというお話もございまし

とられたというふうに自負するところでございます。

たが、これはそうではなくて、目標等につきましては

こういう事態が進んでいく上で、できるだけ地域の

外国語を通じて言語や文化について体験的に理解を深

ところに中核、地域コミュニティ活動がより活発にな

め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度

るようなそういうところの視点をもって活用されてい

の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親

くように、交流人口等の導入等も含めて、いろんな意

しませながら、コミュニケーション能力の素地を養う

味の人の出入りがある施設になるように活用するよう

というふうな目標で行われるものでございます。なお

な方途を講じるというのが一番の大前提だというふう

かつこの指導につきましては、５、６年生の学級担任

に考えているところでございます。

が行うということになります。
また教科書の話もございましたけれども、これにつ

いずれにいたしましても、教育委員会だけではなく

きましては文科省のほうから英語ノートというものが

て一緒になって対応してまいりたいと考えております。

配られまして、それを使いながらそういった活動が実

以上です。

施されていくというものでございます。

○委員長（八重櫻友夫君） 鹿糠沢総務学事課長。
私のほうから

それからもう１点、くじかがやきのほうでございま

「あーとびる」のその後の状況ということでお答えを

すけども、これにつきましては年度ごとに市の就学指

させていただきます。

導委員会の措置判定結果の情報をいただきながら進め

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君）

昨年の５月に活動を開始いたしまして、11月の末ぐ

ておりますし、また学校の校長先生からのお話を伺い

らいまで開館といいますか、毎週週末に開館しておっ

ながら学校経営の状況等も把握しながら進めておると

たように伺っております。ただいまはその活動を中止

ころです。そして、今年度配置しました学校からも、

して、この春４月以降にまた活動を開始したいという

その状況等について報告をいただきながら、そこも考

ふうに聞いております。

慮して配置のほうを進めたいと考えております。
以上でございます。

支援の面でございますが、校舎自体は無償貸しつけ
ということでございます。そのほかに当初この団体を

○委員長（八重櫻友夫君） 大沢委員。

立ち上げるときに地域コミュニティの補助金を使って

○大沢俊光委員 この「あーとびる麦生」のとこです

立ち上げをしたというふうに伺っております。何か特

が、中止という言葉を使われたんでちょっと心配して

異な事業等をする場合、市のほうでもコミュニティ関

ます。ちょっと中止じゃなく、冬場の期間あれしたの

係の事業等があれば、その辺で支援などが考えられる

かなと思ってたんですが、いずれ運営形態なり受け皿

というふうに思います。

母体では、この制度やら事業がどういうのがあるかと

それから財産の関係でございますが、教育財産かと

いう等々、運営形態について、なかなか知り得ない部

いうことになりますが、これは普通財産、教育財産を

分があろうかと思うんですね。その支援の体制に資金

廃止して普通財産の位置づけということでお貸しする

をもって支援しろとかじゃなくして、市にある制度、

というふうな格好になります。枝成沢につきましても

あるいは県、あるいは国、いろいろな制度がある中で、

校舎部分につきましては、普通財産として企業さんの

先ほど総合政策部長が言ったとおり、非常にユニーク
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なポイントになる受け皿で始まったということですの

さらによい方向に進むような方向で見守るといいます

で、その辺をひとつさらに成長させるような体制とい

か、支援をしてまいりたいというふうに考えておりま

うのを考えるべきではないですかという政策の提言で

す。
以上でございます。

ございます。

○委員長（八重櫻友夫君） 大沢委員。

それから学校教育の分の英語教育の分、これ新しい
部分で、どうなんですか。この５、６年生の担任の先

○大沢俊光委員 この英語教育のところにちょっとこ

生というのは、準備されたかと思うんですが、組みか

だわりたいんですが、そうするとトータルで先生には

えとか人事異動とかのかかわりの中では混乱を生じさ

年間なり週なり月なりでその教える単位があるでしょ

せないような、子供たちにも両方、聞く方、教える方、

う。そこの部分は、この部分は横のはみ出し部分なん

どんな企てをあるいは処置、あるいは準備をしておら

ですか。どれかを減らしてここの部分に充てるという

れるんですか、お尋ねします。

ことになるんですか。労務で言うと労働時間ですが、

○委員長（八重櫻友夫君） 坂川学校指導課長。

教育だと教育単位とのかかわりがあろうと思うんです

○学校指導課長（坂川孝志君） それでは、外国語活

けれども、さらなる詳細をお尋ねします。

動にかかわっての子供たち、あるいは教える側のほう

○委員長（八重櫻友夫君） 坂川学校指導課長。

の心配ということへのご質問にお答えしたいと思いま

○学校指導課長（坂川孝志君） おっしゃるとおり、

すけども、この外国語活動が始まるということは２年、

その分がそのままふえたわけではございませんで、総

３年前からもわかっていることでございまして、県の

合的な学習の時間であるとか、そうした部分が年間の

ほうも追加教員の研修会を実施してきております。そ

時数が減ってきております。
以上でございます。

こに久慈市の教員も毎年何名かずつ派遣して研修を積
んでもらってますし、それから市の方でも21年度、そ

○委員長（八重櫻友夫君） 大沢委員。

して今年度と小学校外国語活動の授業を通した研修会

○大沢俊光委員 方針、上の方からおりてきたから、

等を実施し、市内の小学校の先生方にそこに来ていた

それを通達するというだけでなく、生徒も先生もうつ

だいて研修を進めてきているところでございます。

になったり心の病になったり負担にならないようなと

それから指導主事のほうも、校内でその外国語活動

ころに、その支援というのはおかしいんですが、現場

のそれぞれの学校の研修会やりますけれども、そこに

をよく直視しながら流れを見ながらこの新しい制度に

担当の指導主事のほうが行きまして詳細について指導

は教育委員会として対処すべきだとこう思うんであり

助言していると、そういうものを今年度だけではなく

ますが、考え方をもう一度お尋ねします。

て積み重ねてきておりますので、ある程度先生方も理

○委員長（八重櫻友夫君） 亀田教育長。

解されて、４月から本格実施を迎えることになるので

○教育長（亀田公明君） ただいまの英語活動の教育

はないかなととらえております。

のことでございますが、これは新学習指導要領、これ

ただ、実際また活動を行いながら、当然先生方もい

が平成23年度から本格実施になるわけでありまして、

ろんな悩みも出てくるかと思いますので、その辺のと

その際に、先ほど大沢委員さんのほうから、横にはみ

ころは教育委員会のほうでも把握しながら新たな手を

出す形になるのかといったようなご質問がございまし

打って万全に進むように対処していきたいなと思って

た。具体的に申し上げますと、例えば総合的学習の時

おります。

間、これ年間で150時間ほど減らす、あるいはこの主
要科目については逆にふやしていくという、そういっ

以上でございます。

た調整がなされてきたわけです。

○委員長（八重櫻友夫君） 鹿糠沢総務学事課長。
○総務学事課長（鹿糠沢光夫君） 先ほどは大変失礼

この英語、英語と申しますか外国語活動について、

いたしました。私は「中止」じゃなくて、休むほう

英語なんですけども、簡単に言えば。この部分につい

「休止」と言ったつもりでございます。大変失礼いた

ては、中学校段階から学ぶということで進めてきたわ

しました。

けですが、それでは、それよりもう少し前に、小学校
段階から英語に触れさせておいたほうがいいというふ

それから支援のほうですが、情報提供をし、今後も
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うな文科省の考え方、中教審の考え方等からして、５

まあ第２位に行かないことを前提として決めたかどう

年生から英語に触れると。いわゆる一般的な教科書で

かわかりませんが、こういう致命的欠点ある方を10点

単語を覚えるとか、熟語を覚えるとか、そういった範

上げて、68.8に上げて次点にしていると。私は疑問に

疇の中ではなくて、その一歩手前の段階を教育してい

感じてるんですが、私の疑問に答えてください。
それから、先ほど市長は市民報の記事を引用して、

こうというのがその趣旨でございます。そういったと

最初から除外したというふうに書いてあるというふう

ころでございますので、ご理解を賜りたいと思います。

に言いましたけども、ヒアリングはしたし、各社の特

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） あとはありませんか。城

徴については調査してるんです。で、次の段階でこう

内委員。

言ってるんですよね。「久慈設計案は、グラウンドが

○城内仲悦委員 今議会、プロポーザルが話題になり

堤防の高い位置から見え、児童に目が行き届きするこ

ましたが、実はここに平成14年７月発行されている国

とや、グラウンドの管理上、南に面した配置が乏しい

土技術総合研究所のパンフレットがありまして、プロ

ことがある点について」、それからこの久慈設計案が、

ポーザルという中に総合評価型プロポーザル方式、も

「近隣住宅を考慮し、２階建てとする提案であり、３

う一つは技術者評価型プロポーザル方式、この中には

階建てにするなど、堤防側の配置を修正する方向性を

一般型と即日型とあるというふうに書いてありますが、

見出せないことと、堤防沿いの電線が教室に近いこと

今回の久慈小学校のプロポーザルは、この総合評価型

がさらに欠点になることから、久慈設計案を見送るこ

プロポーザル方式でやったということなのかお聞かせ

とにした」と、これ最初なんです。
だから、表現のとらえ方はいろいろあると思います

いただきたいと思います。
それから第１回目の委員会での第１位について、久

が、もう４つの検討するときに、最初にこの久慈設計

慈設計についてですが、全体にまとまっており、設計

案をはねているんです。そういうことがあったという

段階で修正を加えることを条件として委員全員で久慈

ことをここの議事録から言えますので申し上げておき

設計案を特定したと選定したというふうに、こういう

たいと思います。

条件をつけて、この議事録ですよ、書いているんです

もう１点、配点例ってあるんですが、この総合型プ

が。で、第２回目の決定では、そういう条件が全く見

ロポーザル方式で言うと、管理技術者、担当技術者、

当たらないですよね。ですが、なぜこの違いがあるの

調査技術者、技術提案書というふうになって、ここの

か。

資料では総額220点というふうになってますけど、久

それから、第２回目の委員会の中で久慈設計久慈の

慈、この場合久慈小学校のプロポーザルはどういう種

特徴の中で小久慈小学校の建設の実績があるというこ

類の配点でなってて、総点ですか。得点のトータルが

とが記述をされているんですけども、これらが第１位

100点満点で71点ならば、そのトータルの点数が技術

に上がったようになってるのかお聞かせいただきたい

ごとでどういうふうな配列になっているのか、お聞か

と思います。

せください。

それから点数ですけども、１回目、久慈設計が72点、

で、その委員さんが８人ですか。委員さんは８人で

２回目58.6、久慈設計久慈が71.2、２回目も同じ71.2、

すが、委員さんが８人というのは、それぞれ点数をお

長内設計が68.8、２回目が58.6、山下設計が58.4、

持ちになって、例えば表があって自分の点数を出して、

68.8というふうになってます。この山下設計が次点に

そのトータルとしてこの点数が出てきているのか、お

なってるんですけども、この次点にするについて、山

聞かせを願いたいと思います。

下案は体育館位置の高さ制限が致命的欠点となること

次に、これ教育委員会のほうですが、県の県教委の

から、次点とすることに委員全員一致で決定したとい

関係ですけども、校長、教頭の単身赴任がふえている。

うふうに、この議事録に書いてあるんです。こういう

例えば、旦那が久慈にいて、教頭が幹部職員で県南に

致命的欠点があるのを次点にしているんですね。

飛ばされているんですよ。これやっぱり、考えてみて

ところがこのプロポーザル方式で見ると、第１位の

ください。私たち単身で暮らしたときにまともな生活

方がペケになると、第２位に行っちゃうわけですよ。

なかなかしにくい。できにくいんですね、食生活も含
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めて。そういう意味で人間の生活していく上で、夫婦

そういった意味ではアジア系も含め、あらゆる方面を

が遠隔地にいて生活してると。教育者としてやっぱり

含め、これは検討すべきじゃないかと思うんですが、

精神的に安心した形で子供たちにやっぱり接するとい

お聞かせください。

うこと、私、大前提だと思うんですね。そういった意

○委員長（八重櫻友夫君） 晴山建設部長。

味で、県に対して単身赴任を解消して、同じ地域内に

○建設部長（晴山聰君） 数点にわたってご質問いた

おいて生徒の指導にしっかりと勤しむというやり方を

だきました。
まず総合型でやったのか、あるいは技術者型でやっ

してほしいということを、ぜひ県教委に伝えていただ

たのかということでありますが、久慈市の場合は今回

きたいんですが。いかがでしょうか。

は総合型ということでやっております。このプロポー

それからもう１点は、司書の配置、学校図書館への。
もう何回も言ってきました。しかし、なかなかあなた

ザル、これにつきましては先ほどまでるる話し合った

方は司書教諭の資格を持った教師が配置してりゃいい

とおりでありまして、いずれ今回は繰り返すようであ

んだということをやってきました。

りますけれども、業務の委託先を選定する際に、複数
の事業者から企画の提案をいただいて、技術力や経験、

しかし、それでは間に合わないんです。そういった
意味では、ぜひこの地域にも校長先生を退職したとか

それからプロジェクトに臨む人的な体制とか、あるい

いう、いわゆる教員の方々がいっぱいいらっしゃいま

は設計者の当該施設に対する考え方、そういったこと

す。そうした方々のやっぱり協力を得ながら、学校図

等優れた提案をした設計者を選定する方法であるとい

書館強化委員会みたいなのをつくっていただきながら、

うふうにとらえております。
そういった意味から、今回の委員の構成についても、

ＮＰＯ法人つくってもいいだろうし、そういったとこ
ろに図書館活性化について、もうちょっと手伝ってい

特に技術者がおらなかったわけですが、技術的なコン

ただけるような仕組みを考えていただいて。私は午後

ペではなかったわけです。その考え方についていろい

からでいいと思うんですよ。子供たちが放課後図書館

ろな審査をするというものでありましたので、今回の

に来て、図書の選び方を聞いて本に親しむという、そ

委員の構成には特に問題はなかったのではないかと、

ういうやっぱり小学校段階からそういうことが必要な

私自身はそう思っております。
それから１回目は条件付きで、２回目には条件がな

ので、ぜひそういう検討もしていただきたいというの

かったということでありますけれども、確かにこれに

をお聞かせください。
もう１点は、体育館の工事費が2,252万予算化され

ついては副市長からいろいろ説明したとおりでありま

ておりますが、まだ８年ぐらいしか経過してないわけ

すが、その条件をつけることによって、そのことがも

ですけども、まだ老朽化という状況じゃないんですが、

し可能だということであれば、第１回目の審査で１位

この工事内容についてお聞かせいただきたいと思いま

になった業者にお願いということであったわけであり

す。

ますが、その辺の確認をするための２回目の委員会を

それからもう１点、中高生の海外研修補助金のかか

開いた。そういうことでありますから、その時点で確

わりで、23年もフランクリン市というふうに予算説明

認された点数の中で順位が決まったわけであります。

書等には書いてあるんですが、なぜフランクリン市か

ですから、次点になった業者の体育館ですか、致命的

というあたり。なぜアメリカしかないのかと。地球中

なというふうなお話が今ありましたけれども、これは

広しども、やっぱりもうちょっと中高生の海外の歴史

当然最初に選定をされた業者の点数がこちらの意図す

文化を中高生の時代に知り、将来に生かすということ

るものにできないということで、業者についても自分

から見た場合に、アジアも当然必要だし。いずれある

たちのコンセプトを変えることはできないということ

方から言わせれば、フランクリンだけというのはおか

でありましたから、減点されて順位が下がったわけで

しいと、アメリカだけではおかしいということを言っ

ありまして、そういった意味からすれば、最初に審査

てる方があります。ぜひこれはもっといろんな方の意

された２巡目、３巡目の方々の点数がそのまま引き上

見を聞いた上で、アジアの中国でもいいだろうし、ベ

がったということにとらえております。
それから小久慈小学校の体育館というお話がありま

トナムでもいいだろうし、マレーシアでいいだろうし、
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したが、これは体育館が一般開放によって使われる競

身赴任の件でのご質問でございますが、城内委員おっ

技、さまざまあるわけでありますが、そういった高さ

しゃるとおり、私も単身赴任の辛さというのはある程

を求めるに当たって、市内の学校の体育館の高さとい

度わかってるというふうに思ってますが。ただこれを

いますか、これらをいろいろ調査したわけであります。

城内委員さんおっしゃるように夫婦ともにこの同じ久

そういった中で小久慈小学校の体育館の高さが一番高

慈市内で同じ久慈市内の学校にということで制限加え

かったと。それに類するような高さのものが必要であ

てまいりますと、なかなかこの人事異動が円滑にス

ろうということからして、小久慈小学校の体育館の高

ムーズにいかないだろうというふうなことも一つは考

さを引き合いに出したものであります。

えられるわけであります。
そういった中で、やはり県教委のほうからしても異

以上であります。

動するに際しては、そういったところも十分に考えな

〔「配点は」と呼ぶ者あり〕
○委員長（八重櫻友夫君） 晴山建設部長。

がら、最終的には今の方法でなさざるを得ないという

○建設部長（晴山聰君） 配点についてでありますが、

のが正直なところだろうというふうには私は思ってご

配点でありますけども、これは３つの部分で構成をさ

ざいます。そういったことについては、考え方として

れております。まず会社の実力がどうであるか。これ

は確かに夫婦一緒にというふうなことも理想的ではあ

は全部で８点であります。

りますが、そういったところもご理解をいただいかな

それから担当チームの能力が幾らであるかと。これ

きゃいけない部分もあるだろうと思いますが、これに

が総括の責任者とか主任技術者等々の部分、資格とか

ついては機会があれば県北教育事務所等のほうにもお

経験、そういったものの部分でありますが、これにつ

話をしてみたいというふうに考えます。
それからもう一つ、学校図書の関係でございますけ

いても８点であります。
それから担当チームの対応、これは全部で84点とい

ども、学校図書館法が改正になって、平成15年４月か

うことでありますけれども、これについては既存の校

ら原則12学級以上の学校には司書教諭資格者を配置し

舎を使用しながら建てかえに配慮した配置計画、それ

なきゃならないというふうなことになってるわけであ

から周辺環境を考慮して、学童保育所も含めた敷地全

りまして。実際にどうなっているかと申しますと、久

体の有効活用の対応策、これがどうなっているかとい

慈市の場合には司書教諭の資格を持っている先生が小

う部分については20点。

学校・中学校合わせて20名ほどおります。ですから、
12学級以下であってもその資格を持っている先生方は

それから児童の安全確保の管理、それから管理の容

その学校におられるわけでございまして、そういった

易な施設に計画されているかどうか、これが16点。

ところで、今のこの司書教諭の配置の部分については、

それから積雪寒冷地の対策及び二酸化炭素の排出量
の削減、それから省エネルギーによるランニングコス

それぞれ現在、完全に満足できるというふうに表現は

トの縮減策、こういったものが図られているかという

できませんが、一定程度は満足できる状況にあるとい

点については16点であります。

うふうに私は思っているところでございます。
以上です。

それから設備等の修理、これが将来的に容易にでき

○委員長（八重櫻友夫君） 面代社会体育課長。

る対応策になっているか、これが16点。
それから地域・ＰＴＡ・学校等が参加した学校づく

○社会体育課長（面代民義君） 工事請負費の2,252

りの取り組みについて、どういう考え方を持っている

万の内容と理解しましたが、それでよろしいでしょう

のか、こういった分については16点。

か。
これは市民体育館ではなくて、内容はＢ＆Ｇ海洋セ

あわせて84点。これがその審査の基準になったとこ

ンターのプールの改修経費でございます。

ろであります。

主な内容ですが、昭和59年に建設されておりまして、

以上であります。
○委員長（八重櫻友夫君） 亀田教育長。

劣化がかなり進んでいるということで、上屋鉄骨の老

○教育長（亀田公明君） 私のほうから２点ですね。

朽化・劣化対策と、さび等を取って塗装をすると。そ

１つは異動にかかわっての校長、それから副校長の単

れからプールサイドの床等が建設当時から段差が生じ
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ておりまして、これは改修工事を実施すると。それか

匹敵するんですよ、広さが。そういった意味では、も

らプールの幼児用一般プールの塗装等も薄くはげかか

っと例えば九戸管内とか二戸管内と近いところとかっ

っているのを、これを塗装、塗りかえをするという大

ていうそういう配慮とか、そういうやっぱり配慮をし

きく３つの工事でございます。これと関連する委託料

ていくとかっていうことについても最低やっていただ

がございます。財源的にはＢ＆Ｇ財団からの補助金及

かないと。久慈と一関とか、九戸と一関とか、非常に

び過疎債といいますか、社会体育事業債のほうに起債

高速道路が発達したとは言え、非常にやっぱり大変な

があると思いますが、これを充当するものでございま

状況だということなので、そういった点では改善を求

す。

めていただきたいと思います。
それからもう一点、学校教師の司書教諭が配置され

以上でございます。
○委員長（八重櫻友夫君） 宇部教育次長。

てるから何とかなってんだという答弁ですけどね、先

○教育次長（宇部辰喜君） 中高生の海外派遣事業で

生方忙しいですよ、本業が。なんぼポケットに、ポケ

ございますが、今年度もフランクリンに行ってきたわ

ットというか方に、あなたは司書教諭だからそっちの

けでございますが、特に今年度は姉妹都市交流50周年

仕事もしてくれって言ったってね。だれか補助する相

ということがございまして、これを海外派遣するに当

手、そことの連携してやるっていえば、私らも研修で

たっては派遣事業の推進委員会というものを開きまし

行ってきました。東村山市で、学校行ったらそういっ

て、行き先を決定しているわけでございますが、フラ

た対応してますよ。そういう司書の教諭をもって配置

ンクリン市に今年度は決定したということでございま

をした上で、そこに連携している人をパートでもいい、

して、これにつきましては、フランクリンと決めてい

配置して、司書の資格を持った人を配置して、図書館

るわけではございませんで、その推進委員会でどこが

が活性化しているという状況があるんです。そういっ

いいかといういろんなご意見を伺いながら決定してい

た意味では、ぜひ現実の先生方の忙しさから見れば、

るところでございます。

非常に現実はそううまくいっていないわけですので、
そういった方向性目指してほしいなと思います。

したがいまして、クライペダ市とか、あるいは南半
球とかいろんな意見もあるかと思いますが、現在のと

それからフランクリンの関係ですが、委員会がある

ころフランクリン市になってきているという状況でご

んだと。そしたら委員会のメンバーについてももっと

ざいます。

吟味して、いろんな声が出るようなメンバーにしてい
ただいて、委員会で決まったからもうフランクリンな

以上です。
○委員長（八重櫻友夫君） 委員並びに当局にお願い

んだという、そのことを言えば金科玉条になりますか

いたします。簡潔にお願いいたします。

ら、そうじゃなくて、もっと多種多様な委員のメン
バーも考慮しながら、それ以外の意見も出るような状

城内委員。
○城内仲悦委員 すると、プロポーザルの点数は100

況をつくっていただきながら、ぜひ検討していただき

点満点なんですが、それぞれその８人の委員さん方は

たいと。メンバーについては後で、ここで公表しなく

どういうふうな投票をするんですか。この８人をみん

てもいいですけども、後でお聞きしたいと思いますけ

な持ち点を、100点持ってればこういうことにならな

ども、メンバーについてもやっぱり検討を加えていた

いですが。それぞれ委員さんの持ち点というか、どう

だきたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと。

いうふうに。トータル100点満点ですよ、これ足すと。

これだけ要望しておきます。

84点、8点、8点、16点ですから100点満点なんですが、

○委員長（八重櫻友夫君） 晴山建設部長。

それぞれの委員さんの点数の出し方はどういうふうに

○建設部長（晴山聰君） それでは、私からは得点の

なるかお聞かせください。

採点の仕方についてのご質問にお答えしたいと思いま
すが。委員が採点する際には記号式でやっております。

それから教育長、私、学校の異動の単位というか、
例えば県北とか、久慈とか県南あると思います。教育

マル・バツ・サンカクとかですね。そういった記号式

事務所管内の異動だと思うんですけど。だから例えば

でそれぞれがこの部分についてはマルとか、あるいは

九戸と胆沢とか一関と、いわゆる岩手県は四国四県に

この点はサンカクとか、それぞれ項目に渡ってやって
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いるわけです。それでその項目に応じて、例えばＡは、

12款１項公債費でありますが、１目元金は、23億

これは得点の換算する場合の点数でありますが、Ａは

9,803万4,000円を計上、前年度と比較して3,994万

1.0、Ａ´が0.8、それかＢが0.6、Ｂ´が0.4、Ｃが

1,000円、1.7％の増であります。

0.2というふうな点数になっています。これは事務局

２目利子は、４億2,461万5,000円を計上、前年度と

のほうで改めて採点、そして委員の採点集計結果のや

比較して2,710万1,000円、6.0％の減であります。３

つを回収しまして、そのマル・バツ・サンカク、それ

目公債諸費は５万8,000円を計上、公債費は合わせて

らをるる記号で出たものを点数化してあらわしたもの

28億2,270万7,000円を計上いたしました。
以上です。

が今回のその点数になっているというものであります。

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。

以上です。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（八重櫻友夫君） 亀田教育長。
○教育長（亀田公明君） 校長、副校長の人事にかか

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

わってのご質問については、いずれ先ほど申し上げま

13款諸支出金、説明を求めます。菅原総務部長。

したように、この件についてはまた県北教育事務所等

○総務部長（菅原慶一君） 13款諸支出金１項普通財

にもお話しをしてみたいというふうに思いますが、こ

産取得費でありますが、１目土地取得費に土地取得事

れは人事異動の件でございますから、そういうところ

業特別会計繰出金2,279万1,000円を計上いたしました。
以上です。

でご理解を賜りたいというふうに思います。

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。

それから学校図書の件でございますが、決して私は

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

先ほども満足してるという、ある程度はというふうに
申し上げました。実際に児童生徒の豊かな心の育成

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

等々の面からしても、やはり必要なものであることは

14款予備費、説明を求めます。菅原総務部長。

十分承知しております。ですから、これについては全

○総務部長（菅原慶一君） 14款１項１目予備費であ

国市町村連合会を通じながら県のほうにももっと要望

りますが、1,500万円を計上いたしました。
以上です。

してまいりたいというふうに思います。

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。

以上でございます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（八重櫻友夫君） 宇部教育次長。

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

○教育次長（宇部辰喜君） 中高生海外派遣の推進委
員会の構成メンバーでございますが、検討はしてみた

以上で、第１条歳入歳出予算の質疑を終わります。

いとは思いますが、私どもでは現在のメンバーでかな

次に、第２条債務負担行為、説明を求めます。菅原
総務部長。

り十分なメンバーになってると思っております。

○総務部長（菅原慶一君） 第２条債務負担行為につ

以上です。

きまして、表によりご説明申し上げます。

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

６ページをお開き願います。第２表債務負担行為で

11款災害復旧費、説明を求めます。菅原総務部長。
○総務部長（菅原慶一君） 11款災害復旧費１項土木

ありますが、住基システム改修経費ほか３件について、

施設災害復旧費でありますが、１目道路橋梁災害復旧

地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行

費に市道久慈渓流鰻淵線などの災害復旧事業費5,388

為をすることができる事項、期間及び限度額をこの表

万7,000円を計上いたしました。

のとおり定めようとするものであります。
以上です。

以上です。

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。城内委

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。

員。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○城内仲悦委員 教育費でちょっと聞き忘れましたが、

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

久慈小学校の改築事業が債務負担行為なってますけど

12款公債費、説明を求めます。菅原総務部長。

も、それで現時点で既に基本設計、詳細設計に入って

○総務部長（菅原慶一君） 100ページになります。
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○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

いる部分があると思うんですが、基本設計なりあるい

第４条一時借入金、説明を求めます。菅原総務部長。

は実施設計について、どの程度進行状況なのかお聞か
せください。金額も含めて。

○総務部長（菅原慶一君） １ページになります。第

○委員長（八重櫻友夫君） 鹿糠沢総務学事課長。

４条一時借入金でありますが、地方自治法第235条の

○総務学事課長（鹿糠沢光夫君） 久慈小学校の設計

３第２項の規定による借り入れの最高額を40億円に定

の件でございますが、基本設計は２月末で終わってお

めようとするものであります。
以上です。

ります。詳細設計につきましては、現在継続的に普通

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。

教室棟のほうですか、そちらのほうをやって、ちょっ

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

と納期のほう定かではございませんが、詳細設計のほ

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

うに入っているというふうに認識しております。

第５条歳出予算の流用の説明を求めます。菅原総務

以上でございます。
○委員長（八重櫻友夫君） 城内委員。

部長。

○城内仲悦委員 実際発注してるほうは建築課のほう

○総務部長（菅原慶一君） 第５条歳出予算の流用で

じゃないでしょうか。そちらからお聞きいただければ

ありますが、地方自治法第220条第２項ただし書きの

詳しいのが出るように思うんですが、お聞かせくださ

規定により、各項に計上した給料、職員手当及び共済

い。

費に係る予算額に過不足が生じた場合、同一款内でこ

○委員長（八重櫻友夫君） 佐々木建築住宅課長。

れらの経費の流用ができるよう定めようとするもので

○建築住宅課長（佐々木成人君） 久慈小学校の基本

あります。
以上です。

設計業務ということでございます。金額は1,638万で

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。

久慈設計久慈に委託しておりまして、今、工期は28日

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

で完成しておりまして、検査については今、10日に行

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

いたいと思っております。

以上で質疑を終わります。

それから実施設計の業務でございますが、２階建て
のほうの普通教室分でございます。これは３月25日ま

それでは、採決いたします。議案第１号「平成23年

での契約でございまして、1,134万円でございます。

度久慈市一般会計予算」は、原案のとおり可決すべき

これも久慈設計久慈でございます。進捗状況につきま

ものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

しては、今30％程度かなと考えてございます。

○委員長（八重櫻友夫君） 起立多数であります。よ

以上でございます。

って、議案第１号は、原案のとおり可決すべきものと

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を打ち切ります。

決しました。

第３条地方債、説明を求めます。菅原総務部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部長（菅原慶一君） 第３条地方債につきまし

散会

ても、表によりご説明申し上げます。
７ページになります。第３表地方債でありますが、

○委員長（八重櫻友夫君） この際、お諮りいたしま

歳出予算に関連して、地域コミュニティ振興基金事業

す。本日の審査はここまでとし、以降は明日10日、審

ほか18件及び国の地方財政対策を受けての臨時財政対

査を行うことにしたいと思います。これにご異議あり

策債、合わせて20件について、地方自治法第230条第

ませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

１項の規定により、起こすことができる地方債の起債
の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を

○委員長（八重櫻友夫君） ご異議なしと認めます。

この表のとおり定めようとするものであります。

よって、そのように決定いたしました。
明日の委員会は午前10時から開きます。本日はこれ

以上です。

で散会いたします。

○委員長（八重櫻友夫君） 質疑を許します。

午後４時33分

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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