
○　担当課としての取組レベル

A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現がきわめて困難なもの
Ｅ：質問・確認に対する回答
※該当する記号を取組レベル欄に記載してください
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山形

　コミュニティ助成事業の募集期間が２週間程度しかない
とのことであったので、来年度に向けても早めに準備でき
るように周知してほしい。また、地域全体で考えられるよ
うに自治会長だけではなく周知してほしい。

　周知については、これまでも町内会長に募集案内を送
付するほか、広報やまちづくり通信を通じて行ってきたと
ころでありますが、引き続き工夫をこらしながら周知に努
めてまいります。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

山形

　今の小学校に配置している除雪機の件ですが、前の校長
先生は地区で使ってくださいということで、しばらくは学
校に置いてあったが、故障しているところがあり私が鍵を
預かり点検中ですが、やはり学校に置いておかなくてはな
らないのでしょうか。
前の校長先生は、自治会で責任をもって管理すればどこに
置いてもいいので自由に使ってくださいとのことでした
が、実際はどのようにすればよいのか教えてほしい。

　閉校した学校備品は原則、統合校に移管し、使用する
ことにしています。ただし、統合校での使用計画がない場
合はその他の学校に移す場合もあります。ご提言の除雪
機については児童生徒の通学路等の確保をはじめ、地
元自治会等との協働による地域の除雪対策の効果が期
待されることから貸出要領を整備し、期間を定めて貸与
できるよう事務手続きを進めたいと考えております。な
お、自治会で現在、借受している除雪機を引き続き、利
用する場合は手続きは必要となりますが、継続使用する
ことには差し支えありません。

教育委員会 総務学事課 Ａ

山形
　東日本大震災の際に山形診療所の停電で困ったという話
を聞いているが対応をお伺いしたい。

　平成２４年度に災害対応設備整備事業として、非常用
自家発電設備及び給水設備（受水槽）の設置を予定して
おります。

市民生活部 山形診療所 Ａ

山形
　地域の避難場所として指定されているところに、ＡＥＤ
の設置や毛布等を配備することをどのように考えているの
か。

　当市の指定避難場所については、現在、久慈市防災セ
ンターに毛布等を備蓄している状況であります。今後、維
持管理等を踏まえながら物資の分散配備を検討しており
ます。

総務部 消防防災課 E

山形

　国では震災の２次補正で４月１日以降に購入した発電機
であれば補助対象ということであった。これについて振興
局では、市農政課に連絡して回答するとのことだったが回
答がないがどうなっているのか。

　県北広域振興局に確認したところ「発電機は、東日本
大震災農業生産対策交付金の補助対象とならない」と回
答があったところです。

農林水産部 農政課 Ｅ

「市政懇談会」での提言等に対する取組状況
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山形
　日野沢地区でも９月の台風による土砂崩れがあり、その
状況は産業建設課に報告しているがどのような対応をする
予定なのか。

　台風15号の日野沢地区の被害について調査の結果、
補助災害箇所1ヶ所、単独災害箇所2ヶ所、業者による復
旧1ヶ所、直営による倒木処理等報告を受け速やかに対
処しました。

山形総合支
所

産業建設課 Ａ

山形
　災害時の避難場所として閉校後の学校の位置づけが重要
だと思っておりますが、どのように地域に開放していく考
え方なのか。

　閉校後の学校施設は、災害時における避難場所として
指定されており、地域の拠点となっていることから、地元
自治会や防災担当部局と連携を密にし、迅速な避難所
運営ができるよう努めてまいります。

教育委員会 総務学事課 Ｂ

山形

　ハザードマップには元日野沢小学校と書いてあり避難場
所のマークが付いている。日野沢公民館も避難所にお願い
したいと消防防災課から依頼されましたが、公民館は20名
程度しか入れないので、小学校で検討してほしいと話し
た。その後、消防防災課からは話がなく、でき上がった
マップには公民館も避難所として指定されていた。
これから統合していく学校がでてくることから、統一した
考えのもと地域に開かれたものにしていかなくてはならな
いのではないかと考えています。

　日野沢地区の避難場所については、災害の種類、規模
に応じた適切な避難場所として、日野沢公民館と元日野
沢小学校を避難所として指定したところであります。
統合後の学校施設の活用については、概括的な活用方
法について地域の皆様と話し合いながらより良い形での
活用を考えてまいります。

総務部 消防防災課 Ａ

山形
　被災地特区法が成立たが、久慈市として特区申請を検討
しているのか。

　「まちづくり特区」、「交通ネットワーク特区」、「再生可能
エネルギー導入促進特区」など、岩手県が10の特区を計
画しており、市町村と共同で作成・申請を予定しています
が、去る２月９日に「岩手県保健・医療・福祉復興推進計
画」が認定されたところであり、「岩手県産業再生復興推
進計画」については、現在、国において審査を行っている
ところであります。
　今後、随時、他の特区に係る計画も申請していく予定で
すが、久慈市独自の特区が必要であれば申請を検討し
ていきます。

総合政策部 政策推進課 Ｂ

山形

成長戦略の中で環境・エネルギーということで、山形町
や山根町は急流河川であり、これを利用した水力発電が可
能ではないかと考えているが、市ではどのように考えてい
るのか。

　水力発電事業を行う場合には、水車を回転させるため
に十分な水量と落差が確保される必要があるほか、開発
規模が大きくなることから、立地環境を鑑みた場合、市内
での事業化は相当困難であると考えております。しかし
ながら、昨今、脚光を浴びている小水力発電について
は、小河川での発電も可能なことから、今後、導入の可
能性を調査してまいりたいと考えております。

総合政策部 産業開発課 Ｅ
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山形

メガソーラーについては、県のホームページに掲載され
ており、山形町でも候補地が1カ所あったと思っています。
これは県の事業ですので分かる範囲で結構ですが、どこま
でやろうとしているのか教えていただきたいと思います。

　岩手県では、東日本大震災津波による大規模かつ長
期間にわたる停電や灯油等の燃料不足の経験を踏ま
え、太陽光や風力、木質バイオマスなどの再生可能エネ
ルギーの導入を促進することとしており、大規模太陽光
発電施設（メガソーラー）の立地に適した土地の調査を行
い、候補地をリストアップしたところであります。県が選定
した２か所については、いずれも県管理の用地であり、
当該用地に関心を寄せた事業者との協議を経て事業化
に向かっていくものと認識しております。現時点では詳細
な情報が市には提供されておりませんが、市といたしま
しては、当市内における民間事業者の事業化に大いに
期待を寄せております。

総合政策部 産業開発課 Ｅ

山形

　合併当初から防犯灯については議論をしてきたところで
あります。維持費が川井でも年間70万円ほど掛かります。
この維持費を市で負担してほしいとは申しませんが、でき
ればＬＥＤ化を進めてもらえないか。また、その際の補助
率を上げてもらえないか。

　防犯面の強化に併せ、環境配慮の側面からも検討を要
する事項であり、今後において、内部で協議してまいりた
いと考えております。

市民生活部 生活環境課 Ｂ

山形
　おらほーるの事務の委託、指定管理を含めて教育委員会
にお願いをしてきましたが、検討しますと言われてから返
事がありませんのでどうなったのかお聞きしたい。

　平成22年６月２日に、NPO法人やまがた地域振興協議
会（当時は、発起人会）の方々から、指定管理を受けた
い、とのご相談を受けています。その際には、「アウトソー
シングは必要であると認識しているが、おらほーるは、
ホールと図書館、公民館の複合施設になっており、検討
が必要であることから、直ぐには、結論を出せない。」旨
のお話をさせていただきました。
　その後、担当課を中心に、社会教育施設における指定
管理の可能性等について、研究してきました。指定管理
者制度導入の目的は、「サービス向上と経費節減」と認
識しています。既にアンバーホールとおらほーるの施設
管理については、一括管理しており、現状以上の経費節
減が難しいことや、複合施設であること、社会教育の役
割と位置づけなどを含めて、総合的に検討しなければな
らないと認識しております。
　このことから、指定管理者制度等の必要性を検討して
いる状況です。

教育委員会 社会文化課 Ｅ
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山形

　コミュニティ助成事業でダムの周辺をきれいにしたので
すが、観光地化していきたいと考えています。ダムの発電
で夜桜などを楽しめるようなものにできないかと考えてい
るので、水力発電をこれから推進していくのかについてお
聞きしたい。

　水力発電事業を行う場合には、水車を回転させるため
に十分な水量と落差が確保されるなどの技術的な問題
のほか、既設のダムにおいてはダムの整備目的との調
整が必要と考えております。瀬月内ダムの観光地化に向
けた取り組みについては、発電装置の設置及び発生した
電力の使徒などについて、事業計画者とダム管理者であ
る岩手県との協議が不可欠であります。市といたしまして
は、復興計画に掲げたプロジェクトに合致する案件につ
いては、協議の進捗状況に応じて、必要な支援に努めて
まいりたいと考えております。

総合政策部 産業開発課 Ｅ

山形

　東日本大震災以降の放射能汚染に関係してですが検査料
が高く、１種類あたり15,300円かかる。キノコの種類はた
くさんあるのでその分検査料がかかる。春になれば山菜の
シーズンとなるが、種類が多いため検査料が非常にかかる
り死活問題である。何とか検査機械などを市で準備してい
ただけないか。

　農林水産物及び食品の放射性物質検査につきまして
は、現在、県が各種食品からサンプルを抽出し、検査を
実施しているところであります。
当市において独自に検査機器を準備する場合、あらゆる
農林水産物を対象とする必要がありますが、多様な品
目、検査時期、数量等を鑑みると全ての生産者の検査に
対応することは困難であると考えております。
このことから、県が実施するサンプル検査等の情報収集
に努め、市ホームページなどを通じて情報提供を行いな
がら、山菜等の検査品目の拡充について、機会を捉えて
県へ要望してまいりたいと考えております。
また、東京電力株式会社では放射能汚染に係る農林水
産物等の検査費用については補償の対象とすることとし
ておりますので、補償請求にあたっては、森林組合及び
JA等と連携し、生産者の事務的負担が増えないような対
応策を検討してまいりたいと考えております。

農林水産部 林業水産課 Ｃ

山形

　通学支援バスについて、来年はどうなるんだろうと不安
がっています。川井地区であれば近いのでいいのかもしれ
ませんが、小国では迎えに来て待っていなくてはならない
ので大変です。来年度の運行はどうなっているのか。

　県の助成が継続される見通しとなったことから、平成24
年度も継続して運行したいと考えております。

総合政策部 まちづくり振興課 Ａ

山形

　指定管理の関係ですが、内間木洞周辺の施設を地域の若
い人達で管理運営していきたいという話がある。市の財産
でもあるが、小国にとっても一番の財産で大事にしてい
る。若い人達でやっていきたいということであり、そのこ
とについての市の方針を伺いたい。

　地域住民の方々と協議しながら、指定管理できるかど
うか研究してまいりたいと考えております。

山形総合支
所

産業建設課 Ｂ

山形

　牛肉のセシウム濃度が基準値を超えているため、市場に
は出せないということで廃棄となった。廃棄するにしても
運賃、手数料等がかかるので大変である。
畜産農家全体の問題であるので、今後、どのように補償さ
れるのかなどの情報があれば安心できるので、農協、振興
局と話し合って情報を伝えてほしい。

　基準値を超えた牛肉の処理経費については、東京電
力の損害賠償の対象となることから新岩手農協を通じて
請求することになると思われます。
東京電力への賠償に係る情報や国及び県からの情報に
ついて、説明会や文書等により農家の皆さんに伝えてま
いります。

農林水産部 農政課 Ｂ
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山形
　夢ネットの第２段階の話はどうなったのか。情報を得る
ということが重要であるので何とかならないものか。

　昨今の情報通信分野における技術革新は著しく、ス
マートフォンやタブレットなどの新たな通信端末の開発に
より、簡単な操作でインターネットサービスが利用可能と
なるなど進化し続けております。
　こうした激変する情報通信環境の変化を踏まえながら、
市民が手軽に享受できる環境となるよう、光ファイバー網
の更なる充実と活用に努めてまいります。
　また、夢ネット事業で整備した光ファイバー網は、これ
までに携帯電話不感地域（13地区）や地デジ難視地域
（６地区）の解消に活用してきたところであります。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｂ

山形
　市道来内線の工事の方法を検討できないか。急カーブの
箇所を先に工事して欲しいがそうできないのか。

　来内線の急カーブの優先整備には、多額の工事費が
必要であることから今後の検討課題とさせていただきま
すが、平成24年度も引き続き整備を進めてまいりたいと
考えております。

建設部 土木課 Ｂ

大川目
　地域コミュニティ振興事業について、年間を通じて募集
しているということですが、１団体、１年に何件かという
制約でやっているのですか。

　１団体、１年に１件というルールで行っております。 総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

大川目
　真角公葬地までの市道砂子上線、この道路が狭くて、あ
と坂があって砂利道なのですが、市道の側溝は前に入れて
いるようですが、何とか整備をしていただけないか。

　市道砂子上線の整備は必要であると認識しております
が、極めて厳しい財政状況の中で、早期の整備着手は
難しいと考えております。今後におきましては、市民協働
での道路維持補修等の導入について、地元でもご検討
いただきますようお願いいたします。

建設部 土木課 Ｃ

大川目

　コミュニティFM放送ですが、新聞のラジオ番組を見てお
りますと県内には9カ所ほどＦＭ放送があるようです。その
内5カ所がそれぞれの広域の生活情報、あるいは防災情報等
をやっているようです。市が直接関わるものではないと思
いますけれども、久慈広域にもあればという思いから、そ
ういった見通し、あるいはＮＰＯとかいろいろな団体の方
でやられるかと思いますけれども、その辺についてどのよ
うに考えているのか。

　今回の震災においてラジオ放送は情報伝達手段として
大きな役割を発揮したところであり、防災行政無線はもと
より、様々な形での情報発信手段について今後も検討し
てまいりたいと考えております。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｂ

大川目

　ほ場整備の関係ですが、農村公園用地があるわけでござ
いますが、これに対して例えば東屋を造るとか、いわゆる
一般市民が憩いの場として利用できるような農村公園を
造っていただきたいと思っております。

　農村公園は、今年度植栽、来年度ベンチ等整備予定で
あります。現時点で東屋の計画は見込んでおりません
が、協働による整備手法も検討してまいりたいと考えて
おります。

農林水産部 農政課 Ｂ
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大川目

　区長配布の封筒ですが、私たちは各班長さんに再利用と
思いまして封筒を使わせていただいております。各課の文
書が入れてある封筒がテープだったり、ガムテープだった
りバラバラです。職員の方が配布しているので頑丈に封を
する必要はないのではないか。再利用するにあたってもう
ちょっと統一するとか、あっさりさせてもよいのではない
かと思いますので検討していただきたい。

　ご提言の件につきましては、庁内各課へ通知している
ところでありますが、徹底が図られるよう再度周知してま
いります。

市民生活部 生活環境課 Ｂ

大川目

　新丁千草の市道で30m～50mぐらい未舗装があります。そ
れはまだいいのですが、未舗装部分の家が壊れて、そこの
そばに電柱があるのですが危ないので何とかしてほしい。
予算が無くて舗装しないのであればバラス道路でもいいの
ですが、あの電柱だけは片づけてもらわないと、道路の真
ん中に電柱があるような感じですので、そこのところを少
し検討してもらえればと思います。

　市道千草川岸通り線の未舗装区間の舗装は難しい状
況にありますが、当面は砂利敷で対応したいと考えてお
ります。また、電柱につきましては、移設の方向で検討中
であります。

建設部 土木課 Ｂ

大川目

　市道砂子線を舗装していただきました。それが2年くらい
したら穴ができてしまい、どうすればよいのかお聞きした
い。協働事業でなら早くやれるということで、それでやっ
てもらったのですが、どうすればよいのか教えていただき
たい。

　市道砂子線の舗装補修につきましては、早期に対応し
てまいりたいと考えております。

建設部 土木課 Ｂ

大川目

　台風が来た時に土砂崩れがあり土砂がたくさん出てきた
ので、県の方に言いましたところ県では市の方に話をして
くださいと、そして市の方に言いましたら、見ておきます
と言われましたが何の連絡もなかった。結構土砂が崩れて
いて砂防ダムが大変になっていますので大丈夫なのかお聞
きしたい。

　当該箇所につきましては、当市としても現地を確認しな
がら、改めて振興局林務部に現地調査と緊急度の精査
を要請したところであります。なお、同部から調査結果の
報告があった際には、迅速にお伝えしたいと考えており
ますので、ご理解の程をお願いいたします。また、今後と
も異常が確認された際には情報提供について、よろしく
お願いいたします。

建設部 土木課 Ｅ
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大川目

　国道281号線、市の助成あるいは県の草刈事業等々をやっ
ています。まちづくり協議会と他の団体と3つぐらいでやっ
ています。スタートした時期がそれぞれ違いまして、早く
スタートした団体は実費でやっています。
団体からまちづくり協議会に、市の方からは助成を受けら
れないので、まちづくり協議会で何とかしてくれないかと
言われております。岩井橋入口の所の花壇、下小屋付近の
花壇はまちづくり協議会がやっている。サークルＫの辺り
はずっと前からやっているものだから、市の方からは助成
をもらえないということで実費を出している。
助成を何年か出しました、後は自分たちでやってくれとい
うような流れになっているようで、まちづくり協議会で出
さないと今やっているサークルはやれなくなる。それで良
いのかと思います。まちづくり協議会でやるとなった場
合、経費がかかります。今花の苗代とか結構高いです。そ
こでこれらを復活して出していただけないかどうかお聞き
したい。

　日頃より、国道281号をはじめ県管理道路等の環境美
化につきまして、多大なるご協力を賜っておりますことに
感謝申し上げます。
　さて、この環境美化に関わる苗代等の助成についてで
ありますが、現状では市及び県において助成する制度が
無いのが実情であります。県では、この代替案として、住
民団体が花壇整備箇所を含む一定区間の道路の草刈り
を受託することにより、苗代等の費用を確保することを提
案しておりますのでご一考願います。なお、詳細につきま
しては、県北広域振興局土木部道路整備課にお問い合
わせ下さいますよう、併せてお願いいたします。

建設部 土木課 Ｃ

大川目

　旧中小路橋に行く道路を舗装していただいたのですが、
ボコボコでかなりひどい状態です。この前に市役所に行っ
たついでにお願いしてきたのですが、どうなっているのか
お聞きしたい。

　市道仲小路線の舗装補修につきましては、早期に対応
してまいりたいと考えております。

建設部 土木課 B

大川目

　須貝建設さんの近く、沢の方から流れてくる水なのです
が、雨が降れば土砂が道路に出てきて、それが中小路の方
まで流れてくる。側溝の泥を上げてもすぐ泥が溜まってし
まう。溢れた泥が散らかってしまうため、その辺を見てい
ただいてどうなるか返事をできればいただきたい。お願い
します。

　市道三日町大通り線の当該箇所の土砂流出対策につ
いては、県北広域振興局林務部に対しまして、治山事業
等の導入を要請したいと考えております。また、側溝の土
砂上げについては、財政状況等を勘案し対応してまいり
たいと考えております。

建設部 土木課 B

大川目

北側の堤防、大橋の東側の堤防を舗装していただいたの
ですが、その部分の草刈をまちづくり協議会の若い連中と
やったのですが、あそこは町内会で言うとどこの町内会に
なるのか。

　久慈市衛生班連合会において把握しております草刈活
動区割においても住宅がないため空白地域となっており
ます。
　今後につきましては、周辺地域の衛生班長を通じ、活
動範囲の確認・調整を行うとともに関係機関と協力し、き
れいなまちづくりの実現に向け取り組みたいと考えており
ます。

市民生活部 生活環境課 Ｂ
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大川目

　森前の信号を中心とした道路などについてお聞きした
い。国道、市道そして改良区の所はどこが担当で、どのよ
うにしたら水路の排水が上手くいくのかお聞きしたいと思
います。

　森前交差点付近の当該排水路の改修につきましては、
多額の工事費が必要なことからその整備手法について
検討中でありますが、当面の対策として排水路床の掘削
など市民協働での道路維持補修事業の導入について、
地元でもご検討いただきますようお願いいたします。

建設部 土木課 B

大川目

　以前に宝くじ助成事業に応募したことがありました。そ
の時は不採択でした。これは市役所では1回駄目でも何回も
やると良いと教えていただいたのですが、盆踊りの衣装等
が欲しいという申請でした。
コミュニティ助成事業よりも地域コミュニティ振興事業の
方が割と門が広いのかなと感じたのですがその考えでよろ
しいですか。

　コミュニティ助成事業は助成率も高いことから、全国か
らの多数の応募があると伺っております。
したがって、事業内容が整っていれば市が行う地域コミュ
ニティ振興事業の方が採択されやすいことになります。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

大川目
　地域コミュニティ振興事業とコミュニティ助成事業の助
成の事業の内容はほぼ同じと考えてよろしいでしょうか。

　地域コミュニティ振興事業の方が活用できる事業が多
岐にわたりますが、補助率、限度額等がそれぞれ異なり
ますので、どういったものを、どの程度の規模でやるのか
等を踏まえて、相談していただきたいと思います。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

大川目

　町内会として花壇を造りたい。このような計画をだいた
い4年前から立てています。その場所の基盤整備がおわりま
して、農道が整備されたこともあり町内会で花壇を造りた
い。
これは県有地になっている関係で改良区の係の方にも花壇
を作りたい旨のお願いをしました。係の方は、それは良い
話だが全体の工事が完了してから進めましょう、それから
この土地の管理については県から市に移るのではないかと
考えられる、そのように言われました。そんなことではっ
きりしないまま経過しているわけです。
ただ私共の町内会としては是非この花壇を整備したい。そ
して花壇を整備する理由もコミュニティ振興事業の資料に
書かれているものと合いますし、事業に該当するのかどう
かお聞きしたい。それと農道の脇、これは市の管理になっ
ているのですか。

　農道脇の花壇を造りたい場所は、提言者と現地で立会
のうえ「市道山口五日市線」の用地内であることを確認し
ました。また、市道管理担当課は本件について道路愛護
の観点からも了承しております。
　また、地域コミュニティ振興事業の活用については、ど
のように地域づくりを行っていくのか、花壇を整備するこ
とによって、どう地域が活性化されるのかを考えていただ
き、協議していただきたいと思います。

農林水産部 農政課 Ａ

大川目

　田子内の道路脇で県の補助事業で造った側溝でふたが無
いと車がすれちがえなくて脱輪する恐れがある。今までに
何台も脱輪しているためふたを早く入れてもらいたい。ま
た、田子内地区の一番奥の橋梁の拡幅をお願いしたい。

　市道にかかる側溝蓋については、市内全域との調整を
図りながら、継続して設置してまいりたいと考えておりま
す。
　また、橋梁の拡幅につきましては、多額の工事費が必
要なことから当面は困難であると考えております。

建設部 土木課 B
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大川目
　田子内地区の上の方に防火施設が無い。水道が来ていな
いため消火栓がつけられない。この点について対応をお願
いしたい。

　消火栓が設置できない地区については、防火水槽の建
設を進める考えであります。周辺の水利、財政状況等勘
案して検討してまいります。

総務部 消防防災課 Ｂ

大川目

　国道281号の歩道が整備されるということで、住民説明会
等を開いて市民協働で家の前の道路に側溝を入れようとい
う話になったのですが、距離が長くて50万円では無理だと
いうことで、歩道ができた時に一緒に整備できないかと土
木課と県には話をしていました。
実際、国道から下がっていく道路が狭くて乗用車でやっと
通れるという状況で、救急車等は厳しい状況です。以前は
境界がはっきりしなくて問題があったが、ほ場整備で測量
を行い境界がはっきりしたので問題はなくなっていると思
う。現在どのような話になっているのか教えていただきた
い。

　市道山口線の改良整備につきましては、現在進めてお
ります国道281号の歩道整備の用地交渉等の進捗状況
と財政状況を勘案しながら検討させていただきます。

建設部 土木課 C

大川目

　山口柿の保存会を作ろうかという話があります。山口柿
が少なくなって来ているということもあって、山口柿の周
辺に公園みたいなものを造っていただいて、町内会などで
保存していくという考え方を地元では持ってはいるのです
が、市の助成などなにか無いものですか。

　地域資源活用の観点から、久慈農業改良普及センター
において、今年度から柿の実の活用について研究してお
り、今後とも連携を図りながら取り組んでまいります。
保存・継承に関わっては、地域コミュニティ振興事業の活
用も考えられますが、地元の意向など協議のうえ検討し
てまいります。

農林水産部 農政課 Ｂ

大川目
　ほ場整備で田中地区の所に農村公園を造っているようで
すが、そこにトイレ等も計画しているのですか。

　農村公園は、今年度植栽等予定しており、来年度もベ
ンチﾁ等整備する予定であります。現時点でトイレの計画
は見込んでおりませんが、隣接用地の建物計画と併せて
検討してまいります。

農林水産部 農政課 Ｂ

小久慈
　コミュニティ振興事業についてご説明がありましたが、
これは久慈市独自の事業なのですか。

　久慈市独自の事業です。平成18年に久慈市と山形村
が合併した際に、地域である程度の自由度の高い使い
方ができるような仕組みを作った方が良いということで、
年間3,100万円の予算を確保しております。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

小久慈

　公園に公衆トイレを欲しいということでご相談をしたこ
とがあるのですが、なかなか難しいような感じでした。そ
れで再度申請したいと思うのですが、これは地域コミュニ
ティ振興事業なのでしょうか。それともコミュニティ助成
事業、どちらになるのでしょうか。

　宝くじの一般コミュニティ助成事業では、建物というのは
対象外になります。なお、移動可能な仮設トイレであれば
他市町村において採択された事例があります。
　地域コミュニティ振興事業においても、整備した事例が
ありますので相談させていただきたいと思います。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ
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小久慈

　一般コミュニティ助成事業についてですが、申請する時
は簡素化というか簡単にやってもらうようにしていただき
たい。市役所の中をたらいましにされるというのがあっ
て、手続きを簡単にしてほしい。
我が町内会では、除雪機を通学路に使うために欲しいと
思っているのですが、手続きを簡単に、そして1カ所ででき
る様な手続きの仕方をお願いしたい。

　宝くじのコミュニティ助成事業については、書類を作成
し、見積書等必要なものを添付していただくだけです。
市役所の他の部署に回る必要は特にありません。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

小久慈

　コミュニティセンター事業の説明の中で、県で2、3件の
事業だから難しいというお話をいただいたのですが、私ど
もの地域公民館が当初農業センターという事で建設しても
う30年ぐらいになります。
現在は主に公民館ということで、名称も公民館として使用
しているのですが、30年にもなりますと公民館内で誘導灯
等あるのですが、消防の毎年の検査でも散々注意されま
す。
ただ地域は30戸ほどの小さな部落ですので、これを直せと
言われても直しかねています。あと屋根もそうなのですが
屋根塗装だとかを勧められたりするのですが、そういった
予算というものをみつけられないでいるので、地域の集会
施設、またはそれに要するうんぬん経費と書いてあるので
何か良い方法があったら教えていただきたいと思います。
これまでも教育長には公民館の補助事業ということで、何
回かアンバーホールの係の方にも伺いに行きましたけれど
も、現在の制度では30万円以上で1/3ですから10万円程度し
か予算がつかないと言われました。これで何としても直し
たいのですけれども、何か良い方法があったら教えていた
だきたいと思います。

　公民館類似施設に係る建設費等の補助金について
は、現行の制度（社会教育事業及び公民館類似施設等
補助金交付要綱）に基づき、補助金を交付しています。
　なお、今後とも、制度の改正も含めて、より活用しやす
いものになるように、検討・協議を重ねてまいりたいと考
えています。

（社会教育事業及び公民館類似施設等補助金交付要
綱）
・備品購入に要する経費
　経費の３分の１以内で、補助額は１団体又は１館10万
円を超えない額
・建設費に要する経費
　経費の３分の１以内で、１館400万円を超えない額
（H23.8.1改正＝限度額を200万円から400万円に引上げ）
・補修費に要する経費
　経費３分の１以内で、１館50万円を超えない額

教育委員会 社会文化課 Ｅ

小久慈

　コミュニティ振興事業について伺いたいのですが、建設
用の中古の仮設ハウスのような物でも支援対象にしてもら
えるのか、また地域コミュニティ振興事業の市長が必要と
認める事業でも何か良いへき地特例何とか支援といったよ
うなものがあるかどうか名案を伺いたいと思います。

　中古プレハブを必要とする理由や、効果等についてス
トーリーを描いていただく必要があると思います。
　へき地特例といった考え方については、どのような地
区、あるいは要件で該当となるのか検討したいと思いま
す。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

小久慈

　屯所の件で機械器具・車両は十分に立派な物を整備して
いただいておりますけれども、私は小久慈の屯所は5カ所あ
ると記憶しているのですが、4つぐらいは土地所有者から無
償で提供してもらって、屯所を建てる時はその町内会又は
部落の人から寄付金等で建てているわけですが、市ではそ
ういう屯所を全般的に面倒みる予定はないですか。
旧山形村では村で立派な屯所を全部建てているわけです
が、合併して同じようにやるということになれば久慈市で
も屯所を建てるという事になれば団員が部落の人にお願い
したり、災害の時に出動しなければならない。なので市で
全面的に屯所を建てるという予算を付けられないですか。

　これまで市の屯所建設は、上限200万円の屯所建設補
助金と地域の皆さんのご負担でお願いしてきましたが、
市の財政状況も厳しいなか、平成23年度に屯所建設費
補助金の上限を400万円に倍増し、地域の皆さんのご負
担を減らすべく措置したところでありますのでご了承願い
ます。

総務部 消防防災課 Ｃ
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小久慈
　市道の生垣が歩道にはみ出ている部分があるのですが、
通行する際に危ないと思いますので市で対処できないか。

　市道沿いの生垣の管理は、一義的にはその所有者が
適正に管理すべきと考えます。なお、生垣が市道の交通
に支障をきたす場合は、その所有者に対し適正に管理す
るよう要請します。

建設部 土木課 B

小久慈
　今度の災害のような時のために食料品などを2,3日分、あ
るいは１週間分、久慈市では一括してどこかに備蓄してい
るのですか。

　当市では、食料等の物資を久慈市防災センターに約
10,000食備蓄しています。今後は、維持管理等を踏まえ
ながら分散配備を検討しているところであります。

総務部 消防防災課 Ｅ

小久慈

　久保商店付近の歩道の整備が止まっていて、下日当町内
会の分が少し残っている。それがだいぶ前から手つかずの
ままになっているのですが、整備の予定はどうなっている
のでしょうか。

　市道小久慈線の歩道整備の必要性については、認識
しているところでありますが、用地確保の可能性や財政
状況を勘案しながら検討します。

建設部 土木課 C

小久慈 　稲村団地の中の道路を市道に認定してほしい。

　当該道路の市道認定については、地元区長等からも要
請されているところであります。現在、この道路敷地は民
地であることから、土地所有に関わる関係者と事務手続
き等に係る相談を進めているところであります。
　この手続きについては、市だけで一方的に進めること
ができず、関係者の協力が不可欠であることから、問題
解決まで暫し期間を要するものと捉えておりますが、解
決できた際には、速やかに市道認定について検討してま
いりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたしま
す。

建設部 土木課 B

小久慈

　久保商店の所の排水路、土地改良区の管轄らしいのです
が、改良区に言うと予算が無いからできないと言われ、市
の方に言うと改良区の管轄だと言われる。雨が降るたびに
道路が低くなっていますので、堤防の方から水浸しになっ
てしまう。どうすればいいのか。

　当水路は、農業用排水路の機能を有しており改良区の
所管ではありますが、流下能力として雨水処理は見込ん
でいないことから水浸し対応はできないと久慈市改良区
から伺っております。このことから市の雨水対策の中で
検討する必要があると考えております。

農林水産部 農政課 Ｃ

小久慈
　防災無線のことなのですが、なかなか聞こえが悪くて
困っている。

　防災行政無線屋外スピーカーは、放送時の気象条件
（雨、風など）により聞えづらい場合があります。聞こえに
くい箇所は、市で現地調査を行いスピーカーの向き調整
したり対応しておりますので、ご連絡をお願いいたしま
す。
なお、放送内容については、電話（有料　61－1281）で確
認できますのでご利用ください。

総務部 消防防災課 Ｃ

小久慈

　市道堀区画３号線を早く舗装してほしい。理由は除雪車
が入るのですが砂利を全部雪と一緒に両側の田んぼに入っ
てしまう。Ｕ字溝にも砂利が入りその度にＵ字溝を掘り上
げなければならなくてはならず、非常に困っている状況で
す。できるだけ早めに舗装していただきたい。

　市道堀区画３号線の舗装整備は、財政状況等を勘案し
ながら検討してまいりたいと考えております。

建設部 土木課 B
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小久慈

　市道小久慈線の丁字路の所ですが、去年3月までには伸ば
していくということでやっていたようですが、ガードレー
ルも木の杭を打って番線で結わえ付けたような恰好になっ
ています。
ずっとレーベル団地の方まで伸ばすという話だったのです
が、去年の3月までにはやるというお話でしたけれども1年
経っても仮のガードレールの杭ということなのですが、早
期に整備していただきたい。

　市道小久慈線の終点ガードレールは、白山川河川改修
工事で設置する予定であります。

建設部 土木課 B

小久慈

　下水道についてお伺いしたいのですが、一昨年になるの
ですが市役所の担当の方に岩瀬張地区の下水道はいつ頃に
なるのかと伺いましたところ、幸町からこちら側は計画に
無いという話でした。こちらの方は世帯数も多いし、今後
計画ですとか何年後かに青写真に乗っているのかどうか伺
います。

　岩瀬張地区は公共下水道の整備対象地区ではないこ
とから、浄化槽設置整備事業補助金を活用し、浄化槽に
よる水洗化を推進することとしております。
　ついては、浄化槽による水洗化促進用のチラシを作成
し、区長を通して回覧することで地域への周知に努めま
す。

建設部 下水道課 D

小久慈

　去年の台風で宇部岩瀬張線の道路が2,3カ所壊れた所があ
ります。2カ所ぐらいは良くなっているようですけれど、1
カ所は道路が半分以上崩れているような状態で、市の方に
応急処置を頼んだら来て対応してくれるということでし
た。市の方に2,3回行って聞けば、その内にやるというよう
な返答でいまだに対応もできていないような状態です。今
のところは寒いので路肩も大丈夫ではないかと思うのです
が、これから春先になり地盤も緩むようになれば崩れて、
車が通れないような状態になると思います。土のう袋のよ
うな物をいくつか置いて応急処置をしていただければ助か
りますので早くやっていただきたい。

　誂子地区の市道宇部岩瀬張線の被災３箇所について
は、３月に復旧工事を発注する予定であります。
なお、除雪については、小型除雪車で対応したいと考え
ております。

建設部 土木課 B

小久慈

　田高浦地区なのですが、去年のお盆頃に堀割の状態で雨
が降る度流れて、水が逃る所がないものですから、いくら
やってもすぐに壊れるような状態で、そこで現地を見てい
ただいて、側溝を入れるようにお願いしていたのですが、
それもまだ取り掛かっていないような状態です。どのよう
になっているのか。

　市道田高良線の横断側溝整備については、４月ごろを
目途に対応したいと考えております。

建設部 土木課 B

小久慈

　市道宇部岩瀬張線の整備ですが、市長の手紙の返信では
毎年継続していただけるというお答えでしたので、今年の
延長というのはどのくらいを考えているのかお聞きしたい
と思います。

　市道宇部岩瀬張線は平成23年度に約100メートルを改
良整備したところであります。

建設部 土木課 A
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小久慈

　下水道の工事が進めば今の浄化センターの施設が狭く
なって市営球場が無くなる。3月11日前には球場の話がいろ
いろと出たのですが、その後全然聞こえなくなってきまし
た。今の進行状況はどのようになっているかお聞きした
い。

　新野球場建設については、移転して建設する必要性は
認識していますが、昨年３月に発生した東日本大震災か
らの復旧・復興事業を 優先に取り組まなければならな
いこと、そして、災害に強いまちづくりを早急に進められ
なければならないことから防災機能を備えた野球場の建
設を視野に入れ、国や県と協議しているところでありま
す。

教育委員会 社会体育課 Ｂ

小久慈

　一般コミュニティ助成事業の中で除雪機のことについて
なのですが、冬にかけて町内で大変苦労しております。除
雪機を整備した場合どの程度の額の補助があって、どのく
らいの持ち出しでできるのか教えていただきたい。
また保管について、維持管理や経費も対象になるのかどう
か。市内で先行して使用している所もあると思いますが、
その辺についても情報がございましたらお聞きしたいと思
います。

　一般コミュニティ助成事業の場合、対象経費が100万円
から250万円までで10万円単位という事になっておりま
す。
金額については、場所によって導入する機械の大きさが
異なるため、70万円から200万円の間となっております。
　維持管理等については対象になりませんので、町内会
で購入後の管理等についても相談していただき申請して
いただきたいと思います。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

小久慈
　除雪機を市で貸し出しのような形で行えないのか。地域
に貸していただければ地域住民も助かるのではないか。

　県道及び国道については、地域団体と協定を取り交わ
したうえで、除雪機械を貸与し、地域の皆様より歩道除
雪に協力をいただいているところであります。なお、詳細
につきましては、県道は県北広域振興局土木部道路整
備課、国道は三陸国道事務所久慈維持出張所にお問い
合わせ下さいますよう、お願いいたします。
　　なお、現時点において、市では直営にて除雪対応して
いるところであり、住民団体への除雪機貸与は考えてお
りませんが、これまで、コミュニティ助成事業で町内会等
へ歩道除雪機の購入費を補助しているところであります
ので、本事業の導入についてご検討願います。

建設部 土木課 C

小久慈

　地域コミュニティ振興事業とコミュニティ助成事業は中
身が違う部分もあれば、同じ部分もあるのかなと思うが、
資料の対象となる事業の中で地域の一体感の醸成と書いて
あってもなかなか分かりにくい。その点コミュニティ助成
の資料は除雪機やトレーニング用具、防犯灯などと色々と
わかりやすい。地域コミュニティ振興事業の資料にも対象
となるものを出していただければ助かると思います。

　よりわかりやすい方法で、周知に努めてまいります。 総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ
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小久慈

　久慈の秋まつりにずっと何年と出てきているのですがな
かなか大変です。例えば衣装の問題ですが、お祭りの中日
に出ているのですが、小久慈だけでも20～30名でみんな
揃った衣装でやっているわけです。それで例年洗濯やその
他に費用がかかるのですが、例えば衣装について一定の補
助を出すという場合には助成の対象になるのか。

　日常的な経費は対象になりませんが、衣装について
は、地域コミュニティ振興事業を活用して整備した例があ
りますので、相談していただき活用していただければと思
います。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

小久慈

　小久慈地区は40数回になるのですが町民運動会をやって
います。これは久慈市内では小久慈だけ残っているような
のです。
この運動会の継続を、例えば今年は何周年記念事業だとい
う場合、助成の対象になり得るかどうかお聞きしたい。

　地域コミュニティ振興事業は、経常的な経費については
対象となりませんが、それ以外の部分については相談い
ただければと思います。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

小久慈

　秋葉地区から火葬場を通り抜ける道路の件で、地権者の
同意があればいつでも道路ができるという約束をずっと前
から言われており、震災前に地権者の方が同意したという
話を聞いたのですが、その辺の進行状況についてお聞きし
たい。

　この道路は、林道柏木線として管理されている路線で
あり、整備を図るためには、道路敷地の所有者の同意を
得て所有権を市に移転し、市道として認定する必要があ
ります。
このことから市では、平成17年２月から市道認定に向け
た地権者との交渉を行っており、一部地権者の同意は得
られましたが、いまだ全ての同意を得られていない状況
にあります。
今後におきましても、根気強く交渉に努めてまいりたいと
考えております。

農林水産部 林業水産課 Ｂ
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小久慈

　べっぴんの湯に関わってですが、市の委託事業になって
いると伺っていますけれども、私は週一回ほど通っている
のですが、最近特にいたるところにほころびが目につきま
す。まず、正面の木を埋めた階段が少し剥がれてきていて
そのままになっている。
それから休憩室に立派な椅子があったのですが、それが破
けていてまともに座れるような物がほとんどない。脱衣所
もちょっと薄汚くなってきた。
それから2階の風呂のドアが自動でしっかり閉まらない。閉
めたつもりで入ってきても、冬になれば冷気が入ってきて
困る。その他もろもろあるのですが、現在400円というのは
非常に安く使いやすくて良いと思うのですが、500円でも高
いと思わないのではないかと利用する方に理解していただ
けるのではないかと思います。
100円値上げすることによって、快適に入れるのであれば検
討する基準になるのではと思います。市との関係がどう
なっているかによって、市に要請するのか、別な方向で
やって行かなければならないということもありますのでお
聞きしたい。

　久慈市交流促進センター、通称「新山根温泉べっぴん
の湯」は、指定管理者制度に基づき、新山根温泉振興協
会を指定管理者に指定し、運営管理を行っております。
　いただきましたご提言には、下記のとおり取り組んでま
いります。
・駐車場付近の階段の木片が剥がれている部分につい
ては、早急に応急処置を施します。
・休憩室の椅子に関しては、お客様の気分を害さぬよう
撤去し、必要性等を勘案しながら新たな椅子の設置につ
いては検討してまいります。
・脱衣所の汚れについては、現在２時間おき、もしくは空
いた時間で掃除を行っていますが、混雑時にはどうして
も汚れてしまう現状にあります。よって今後は、より丁寧
に、できるだけ掃除時間の間隔を短くして対応していきま
す。
・大浴場のドアが自動で閉まらない件については、張り紙
により注意を促しておりましたが、早急に修繕します。
・その他諸々の部分については、経年劣化が目立ってき
ていることから、状況を見ながら、新山根温泉振興協会と
連携を図り、より良い施設管理に努めます。
・入浴料の値上げについては、できるだけ400円というお
客様に親しみやすい料金のまま運営していきたいと考え
ておりますが、経営状況や値上げによるサービス向上の
可能性等を総合的に勘案し、検討してまいります。

農林水産部 農政課 Ｂ

小久慈

　最近小久慈焼きの陶器が焼かれて販売に至ってないので
はないか。その内に消滅してしまうのではないかというこ
とも聞いております。
また、砂鉄の鍋ですが、これは都市部で大変評判が良いと
聞いておりますが、そうすると砂鉄鍋と小久慈焼きと山形
の炭を使えば、全国に大きく売り出せるのに、それぞれが
揃わないと3拍子揃って売り出すということにもならない
し、なんとかならないものかと最近気にかけているところ
ですのでわかる範囲でお話いただければと思います。

　小久慈焼陶芸苑においては現在も作陶が行われてお
り、商品として流通ルートにのっているとのことでありま
す。しかし、砂鉄鍋につきましては、現在製造を中止して
いるとのことであり、販売はほとんどされていない状態で
す。
　ご提言のありました、当市の特産品の組み合わせ販売
につきましては、事業者間の利害関係など調整が難しい
点もあり実現していないところですが、他地域には成功し
ている事例もあることから、その成功事例について検証
を行うよう働きかけてまいりたいと考えております。

産業振興部 商工観光課 Ｃ

小久慈

　旧長内中学校の避難所は1階部分に1カ所、2階に1カ所、3
階に1カ所教室がありました。しかし残念なことに万一の時
の毛布とかそういうような物は全く無い状態である。避難
所に毛布等の配置ができないのか。

　当市では、食料等の物資を久慈市防災センターに約
10,000食備蓄しています。今後は、維持管理等を踏まえ
ながら分散配備を検討しているところであります。

総務部 消防防災課 Ｂ
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小久慈

　旧長内中学校で自主防災組織の避難訓練をした際に、正
面玄関から皆さん入っていただいて受付し訓練しました。
その際に震災が起きて正面玄関から入るだけではなくて、
旧校舎には外から入れる階段のある部屋あり、そのような
部屋が避難所となっていないというのは万一の時に大変で
はないかという声が上がりました。
今の教室が大変明るく、日光が入ってくると暖かい良い環
境ではあるのですが、やはり万一の際には玄関からもまた
校庭側からも、2カ所、3カ所からでも入れるような教室を
避難所にしていただけないか。

　旧長内中学校の外から入れる部屋については、防犯上
の問題等もありますので、今後、施設管理者や地域の皆
様とも話し合いながら、 適な避難方法について検討し
てまいりたいと考えております。

総務部 消防防災課 Ｃ

小久慈

　先日町内の総会があったのですが、婦人部の方の意見で
すが、今晩のようにせっかく市長さんまで来たこの懇談会
ですが、これを地域公民館で持てないのか。例えば下柏木
の場合は地域公民館があるのですが、市長さんが忙しい場
合は担当の職員に来ていただいて市政について勉強した
い。そのようなことはできないでしょうかという意見でし
た。

　市政懇談会については、今年度は、これまでの旧町村
単位での開催から、地区を区割りして開催しており、今後
も工夫しながら開催してまいりたいと考えておりますの
で、ご理解をお願いします。また、市政について勉強する
際の職員の派遣ですが、市では生涯学習の推進を目的
とし、「まちづくり直送便」を実施しておりますのでご活用く
ださい。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｂ

小久慈

　東日本大震災の時に断水して非常に困った。特にも一人
暮らし、あるいは老人の方は薬を飲むだけでも水が欲しい
ということで、分けてあげたが足りなかった。小久慈公民
館に給水車が来たので並んだり、山根に行って汲んできた
りもしました。私の町内では3カ所ほど昔の井戸がありま
す。参考に汲んで保健所で検査をしたら、飲料水としては
大丈夫という話をいただいた。これを整備するのは地域コ
ミュニティ振興事業の補助対象の部分に無いのですが、ポ
ンプをつけて整備すれば万が一の場合には使うことができ
ると思いますが対象とならないか。

　井戸そのものだけを掘るというのであれば対象事業と
するのは難しいと思います。
　なお、山根町で行っている湧水周辺の環境整備のよう
に地域の活動に結び付けられるような活動をともなうの
であれば、対象となりうると考えております。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

小久慈
　新聞で読んだのですが、久慈地方の風力発電の状況はど
うなのでしょうか。

　経済産業省等が公開している風力発電導入ポテンシャ
ルマップによれば、事業化に有望な風況が見込まれるエ
リアが市内に点在しており、これに着目した民間事業者
の動きが活発になっております。今後、事業化に向けた
詳細な調査・検討が進んでいくものと考えており、復興計
画に掲げたプロジェクトに合致する案件については、市と
いたしましても必要な支援に努めてまいりたいと考えてお
ります。

総合政策部 産業開発課 Ｅ
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小久慈
　ジオパークは、観光事業の関係だと思っているのです
が、観光キャンペーンか何かでしょうか。

　ジオパークとは、地球科学的に見て重要な自然遺産を
含む、自然に親しむための公園のことです。ジオパーク
の活動としては、大きくわけると次の３つに分類されま
す。
①保全：地元の人たちが大地の遺産を保全する。
②教育：大地の遺産を教育に役立てる。
③ジオツーリズム：大地の遺産を楽しむジオツーリズムを
推進し、地域の経済を持続的な形で活性化する。

産業振興部 商工観光課 Ｅ

小久慈

　市営グラウンドの構想についてどう考えているのかお聞
きしたい。体育館の前にある河川敷を利用しているのです
が、毎年のように水が溢れれば壊れる。低い所に造れば水
をかぶるのが当たり前だと思うので、今度の市営グラウン
ドとか、又は大成橋の付近を検討してはどうか。お考えを
伺いたい。

　市営グラウンドの構想について、野球場の移転の必要
性は認識していますが、昨年３月に発生した東日本大震
災からの復旧・復興事業を 優先に取り組まなければな
らないこと、そして、災害に強いまちづくりを早急に進めら
れなければならないことから防災機能を備えた野球場の
建設を視野に入れ、国や県と協議しているところでありま
す。
　また、テニスコートについては、体育館前テニスコート
は、水害による流出が度々発生しておりますが、復旧し
て利用していただいているところであります。
別な場所に整備するには優先度など考慮して進めなけ
ればならないと考えます。

教育委員会 社会体育課 Ｂ

小久慈

　秋葉町内のアルコ小向さんの前からこ小久慈公民館前ま
で、歩道の除雪作業を前にもお願いをしたのですが、業者
さんに頼んだと言われ、行って聞いてみたら頼まれたが除
雪機械が大きいから道路に入れないと聞きました。その道
路にあった小さい除雪機械で除雪をお願いしたい。

　現地は法定外公共物(赤線)と一部民有地となってお
り、市道以外の生活道の除雪については、当面は難しい
と考えております。

建設部 土木課 C

河南

　上組の町内会が組織しています消防協力会は、コミュニ
ティ振興事業の助成対象になるのかどうか。椅子なりテレ
ビなり設置するという場合はどうなのでしょうか。協力会
の申請でできるかどうかお聞きします。

　地域コミュニティ振興事業の助成対象は、町内会・自治
会・地域で活動する団体となっております。消防協力会も
地域のコミュニティと深い関わりを持つ団体ですので、助
成対象になると考えられます。ただし、具体の事業につ
いてはどのような目的で椅子などを整備する必要がある
のか相談をいただければと思います。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

河南

　まちづくり通信に第20回てらさと文化祭というのが載っ
ていましたが、これとコミュニティの関係があるのでしょ
うか。というのは1年に1回町内の方々と町内の予算の中で
焼き鳥をやったり色々やっています。
文化祭などにコミュニティ助成を利用できるのであれば何
とかこれを活用したいと思っていますが、いかがでしょう
か。

　まちづくり通信については、町内会に記事募集を行って
おり、寺里町内会から応募があったことから文化祭の記
事を掲載したものです。
　また、継続して実施している文化祭の運営費等は助成
の対象になりませんが、テントや機械等の整備について
は相談していただければと思います。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ
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河南

　まちづくりの助成金でまちづくりをするという部分でご
ざいますけれども、助成を受けるための申請手続が色々な
項目がありすぎて難しい。
私の方でも3回ほど一般コミュニティ事業で提出したことが
あるのですけれども途中で止めた。もう少し市としてもま
ちづくりの一貫した計画の中で、地域にはもっとこういう
物が必要なのではないか、こういうことはどうだろうかと
かと、こういう感じでやっていただきますとお願いされれ
ば、申請してみたいとなるのではないか。いざ物品等を
買っても置き場所に困れば駄目だとか管理上の問題もあっ
て手に入れた後も扱いが大変でなかなか手を出せないとい
う所もあります。
繰り返しになりますが、要望があった所にではなくて、市
の方から地域に投資する使い方をさせる形を取っていただ
けるようにやれば良いのではないかと思います。

　地域コミュニティ振興事業というのは、その地域が自発
的に行うものに対して、補助をするといったものです。
　従って、行政が決めたことをやらせるという発想ではあ
りませんので、是非理解をいただきたいと思います。
　備品等の購入についても、維持管理等も含め町内会で
相談したうえで申請していただきたいと思います。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

河南

　久慈の子供たちが中心になってやっている太鼓があるの
ですが、荷軽部とか山根とか宇部の創作太鼓とかこれも地
域の伝統文化だと思うのですが、こういう部分について申
請は今まであったのでしょうか。
地域としても活動としても色々と困っていると思うのです
が、そういった部分で助けてあげたいと思いますし、来年
も活動できればと思っているのですが、どうなっているか
お聞きしたいと思います。

　太鼓の整備については、コミュニティ助成事業及び地
域コミュニティ振興事業の双方が対象事業としており、創
作太鼓についても採択されている例があります。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

河南

　一般コミュニティ助成事業についてですが、巽町のお祭
りの大太鼓の更新の時期に来ております。これに補助申請
しようということで話し合い中ですが、申請の時期はいつ
でもいいのですか。

　申請時期は例年11月となっており、申請期間も短いこと
から、事前に相談をしていただき、余裕をもって準備をし
ていただければと思います。

総合政策部 まちづくり振興課 Ｅ

河南
　宝くじの地域防災組織育成助成事業、これは消防協力会
は対象になるかならないかお聞きします。

　本事業の実施主体は、市が認定した自主防災組織と
なっており、消防協力隊は対象になりません。
地域の自主防災組織を結成のうえ、申請していただきま
すようお願いします。

総務部 消防防災課 Ｃ

河南

　巽町の小林外科の前に幅の広い道路が通っているのです
が、あの道路が新町に向い丁字路になっている。そこから
国道281号へのアクセスを改善すれば、長内橋の交差点の混
雑がかなり解消されると思っていますがどのように考えて
いるのですか。

　ご提案いただきました計画は、長内橋交差点の混雑解
消に効果が出ると思われますが、国道281号へのアクセ
ス改善には、多額の事業費を要することから、事業化は
困難であると考えております。

建設部 土木課 D
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河南

　まちづくりの中で一番大事な道路の部分ですが、どうし
ても震災のことを考えますと川崎町から山手の方に逃げる
道路が非常に心配される部分です。
それで、川崎町と駅前の方を平面交差で通行できる道路を
なんとか結ぶ方法はないものか。これがつながることでま
ちづくりと言いますか、商店街が活性化されるのではない
かという思いがあります。これはなかなか難しいという話
は色々と聞いてはおりますけれども、そういう構想やお考
えをお聞きしたい。

　久慈駅構内の市道の平面交差は今後の久慈市のまち
づくりを描くにあたって、重要な課題であると認識しており
ますが、多くの課題があり、当面の整備は難しい状況で
すので、ご理解をお願いいたします。

建設部 土木課 D

河南

　今年度の保健推進委員の推薦の依頼という文書をいただ
いて町内の役員会でも検討しているのですが、なかなかこ
の推進委員になる方がすんなり決まらない。また人を集め
てということになるとそこの家の広さがなければ駄目だと
いうこともあります。
また、この制度というのは聞くところによると昭和30年代
ですか、当時の医療事情と状況はかなり変わっていると思
います。町内に個人医院さんが2件あり、やはり自分の体調
のことを考えれば自主的に診断と言いますか、そういうの
が普通だと思われます。
このことから地域によっては、制度の見直しがあっても良
いのではないか。町内会としてはいつも集まるのは限られ
た3,4人とかそういうものなので、やってもなかなか効果と
言いますか、期待通りにいかないジレンマがあり、なかな
か利点がないというのが現状です。必要な部分はあるとは
思うのですが、そういう見直し等のことも含めてお願いし
たい。

　保健推進委員は昭和41年に規則により設置し、町内会
長等から推薦いただき、市長が委嘱しています。主な役
割りとしては、各種検診、健康相談の受診勧奨、地区住
民の健康に関する情報提供など、地区と行政のパイプ役
としてご活躍いただいております。今年度においても、検
診の受診勧奨により申し込み者の増につながっていま
す。また、被災地区のサロン活動にご協力いただいてお
り、周知・会場準備など絆づくりに欠かせないスタッフの
一員となっています。現在、健康相談の会場として、公民
館のない8地区については保健推進委員宅をお借りし実
施しています（会場借り上げ料２，０００円お支払い）。こ
のようなことから、今後も保健推進委員制度は必要と考
えておりますのでご理解願います。なお、ご提言のありま
した内容につきましては、地域･町内会の事情等を考慮
し、区割りの見直し等について検討してまいりたいと思い
ます。

健康福祉部 保健推進課 Ｅ

河南
　まちなか水族館や巽山には遊具ができて、沢山の子供た
ちが来てそれで終わってしまうのではなくて、その街中に
絵本館を造ってほしい。

　現在、街なかで絵本などを愉しむことができる機能を持
つ施設としては、本町の「まちなかアヅビバ」と二十八日
町の「つどいの広場」、駅前の「まちなか水族館」がござ
います。いずれの施設とも規模は小さいですが、今後、
蔵書数の充実等を促していくとともに、新たな「絵本館」
整備の必要性について研究してまいりたいと考えており
ます。

産業振興部
中心市街地活性化推
進室 Ｃ
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河南

　学校には専門の司書がいない。学校の現場としてやはり
専門の司書が各学校に入って、子供たちに絵本の楽しさを
伝える、そういうような取り組みとか活動の部分を広げ
て、将来子供たちが健やかに豊かに育っていけるような方
向にもっていければと思います。専門司書の配置を是非将
来に向けて検討していただければと思います。

　小中学校では、１２学級以上を有する学校に司書教諭
が配置されることとなっており、今年度も小学校２校、中
学校１校に配置されています。専任の学校図書館司書
教諭となりますと、県の基準では通常学級と特別支援学
級を合わせて小学校では２７学級以上、中学校では２２
学級以上の学校について、定数外で１名を配置すること
となっております。
　なお、現在、複数の小学校でボランティアによる図書の
修繕、整理、読み聞かせ活動等が行われており、情操豊
かなこどもの育成に寄与しております。

教育委員会 学校指導課 Ｂ

河南

　ポケットパークを管理しているのですが、作業をした際
に言われるのが水道をつけてほしいということです。ポ
ケットパークに立派な井戸水をくみ上げたポンプをつけて
もらったのですが、飲み水が無くて大変困っておりますの
でご検討をお願いしたいと思います。

　街なかに整備したポケットパークの井戸についてであり
ますが、当該井戸は防災用として整備したものであり、震
災時には水洗トイレ用の洗浄水等として市民に利用され
たところであります。しかし、残念ながら飲用に適した水
質ではなかったことから、要望をいただきました件につい
て、検討してまいりたいと考えております。

産業振興部
中心市街地活性化推
進室 Ｂ

河南

　除雪の関係で、去年もそうでしたが、基準が変わったの
かどうかわからないのですが、道の駅から荒町に抜ける通
りを除雪しない。除雪しないので2、3日目から凍ってしま
う。車の交通量がかなり多いのですが、枝線は除雪するの
ですが、ここの通りを去年も今年も除雪していない。交通
量がかなり多くなっていますし、しかも道の駅ということ
もあるので、その辺も考慮していただければと思います。

　除雪は深夜作業を基本とするものの、現地におきまし
ては一般車両の往来が多かったことから、除雪に困難を
極めたところでありますが、今後におきましては、限られ
た除雪機械、時間の中で効率的、効果的な除雪に努め
てまいりたいと考えております。

建設部 土木課 B

河南

　市民の森のことなのですが、仮払いをどこに頼んでいる
のかわからないのですが、去年、一昨年あたりからあまり
伸びていない時に、5月頃に1回、10月頃これから枯れてく
る頃にしかも山の急斜面のかなり危険な状態の中で仮払い
をしているのですが、あの辺を少し見直しした方が良いの
ではと思います。

　高舘市民の森については、平成22年度から失業者対
策として緊急雇用創出事業により林内の下刈り、つる切
り、ゴミ拾いなどの景観整備を実施しているところです。
今後、作業にあたっては、雑草木の繁茂の状況、作業時
期等を勘案しながら効率的な整備に努めてまいりたいと
考えております。

農林水産部 林業水産課 Ｂ
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