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    午前10時00分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから本日の会議を

開きます。 

 欠席通告者は藤島議員及び堀崎議員であります。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第１、一般質問を行い

ます。 

 順次質問を許します。清風会代表、髙屋敷英則君。 

    〔清風会代表髙屋敷英則君登壇〕 

○21番（髙屋敷英則君）  まずもって冒頭で、さきの

市長選挙において見事初当選なされました遠藤新市長

に対して心から祝意を表します。市民から負託されま

した今後４年間の任期、市政の課題は山積しておりま

すが、何よりも東日本大震災からの復旧・復興を速や

かに果たし、新たなまちづくりのために全力を傾注し

ていただくことをご期待申し上げたいと思います。 

 それでは、ここに第18回久慈市議会定例会を迎える

に当たりまして、私は清風会を代表して、市政を取り

巻く諸課題について一般質問をとり行います。 

 第１の質問は、新しい市長誕生に当たって、これは

儀礼的に質問になりますが、何よりも優先して新市長

の市政運営の基本的な考えについて伺いたいと思いま

す。 

 第２の質問は、市長の公約についてであります。さ

きの選挙において市長は数多くの公約を掲げて選挙戦

を戦ったわけでありますが、ここでは市民の大きな関

心事でもある二つの事業について伺います。 

 １点目は、総合防災公園整備事業の見直しについて

であります。この件は５月26日に議員全員協議会が開

かれ、現状において事業規模が48億から55億になって

いるとの説明がありました。その後、交わされた質疑

の中で、この計画には話題になっている立成地区は含
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めない、広場３カ所の計画は１カ所にするなどの見直

し案が示され、 後に市長はできれば第１期工事分18

億で避難所を整備し、あわせてその予算で間に合わな

いかもしれないけれども、福祉の村へ通じる道路と旭

町へ通じる二つの道路についても整備したいと答えて

おります。市民にとって質疑の中身が公開されない全

員協議会であり、その発言であり、ここではその発言

を踏まえて、確認を意味も込めて端的にご質問を申し

上げます。 

 防災公園整備事業の見直しは、大枠において１期か

ら３期工事まである中の３年間の復興枠100％の補助

が見込める、その第１期工事分18億円で打ち切り、第

２、第３工事はやらないという内容の見直し案だと解

釈してよろしいか。この点について明確にわかりやす

くお答えをいただきたいと思います。 

 ２点目は、これも市民の話題になっている第２期中

心市街地活性化基本計画の見直しについてであります

が、実はこれ非常にわかりにくいんです。約18億とい

う事業費の総額を変えないで内容を精査し、検討し直

す、一口でいえばそういうことが報道等を通じて知ら

されているわけでございますが、本来進行している事

業に待ったをかける、あるいは素案づくりからやり直

す、そういうからにはやはり現状の計画に大きな欠陥

があるとの判断に基づくものだと思うわけであります

が、その大きな欠陥とは一体何なのか。 

 仮に駐車場やビルあるいは中心市街地と川崎町を結

ぶ東西交通対策など、将来を見据えたとき同じお金を

かけるにしても、今の計画よりもっと有効、有益なお

金の使い方をしたいというのであれば、これはこれで

筋が通っていて大変結構なことだ思いますが、現状は

見直しという言葉だけが突出して流布され、中身が素

案すらまだ集約されていない、ただいま検討中という

状況では、やはり市民にしてみればわかりにくさはぬ

ぐい去れません。したがって、早急に現状の計画の課

題を的確に整理し、より具体性を持った見直し案を提

示して、市民の理解を深める必要があると思われます

が、いかがでしょうか。 

 第３の質問は、少子高齢化・人口減対策についてで

あります。 

 国立社会保障・人口問題研究所いわゆる社人研が昨

年発表いたしました将来推計人口によりますと、2040

年久慈市の人口は２万4,391人、2010年と比較して

33.8％の減になる。一方、有識者でつくる日本創成会

議では、つい先ごろ人口減少の将来予想の中で、若年

女性いわゆる20代から30代の女性の減少についても試

算を発表しております。それによりますと2040年久慈

市の人口のうち若年女性は1,429人、2010年と比較し

て実に61.9％の減という恐るべき推計が出されたわけ

でありますが、市としてこうした将来の急激な少子高

齢化・人口減にどのように対応していくのか、伺いた

いと思います。 

 また、東京一極集中が原因だと言われるこの人口推

計でありますけれども、国策で対応するしか根本的な

打開策はないということではなく、当事者である市は

市としての将来のまちづくりのあり方について明確な

ビジョンを打ちだすべきものと思いますが、このこと

についても市長の見解を賜りたいと思います。 

 さらに、３点目としてこの少子高齢化・人口減を考

えるとき、若者定住対策は喫緊の課題であります。こ

れを市の大きな政策の柱として掲げ、果敢に挑戦すべ

きだと私は以前から提案してまいりましたが、残念な

がら今日の久慈市にあってこの若者定住対策は全く政

策の体を成していないのが現状であります。若者定住

対策は雇用の場の創出、子育て環境の整備・改善、教

育、医療の充実、福祉など、あらゆる面での政策の連

携が必要であり、各部各課がバラバラな対応ではなく

て、しっかりした共通の目的、目標を持って取り組ま

なければ効果は半減いたします。いま一度、そうした

観点から若者定住対策プロジェクトを庁内に設置して、

散在している若者定住に関連する全ての政策、事業に

ついて、新たな視点をもって再考し、見直すべきと考

えますがいかがでしょうか。 

 第４の質問は、持続可能な社会の実現についてであ

ります。 

 東日本大震災、そして福島の原発事故を経て、今、

我々に求められているのは、住民の暮らしそのものと

一体化した持続可能な社会の実現であり、それをもと

にした新たなまちづくりであります。また、この表題

に掲げた持続可能な社会の実現は、今や世界、人類、

そして地球にとって も大きなテーマであり、新しい

時代の要請でもあります。 

 持続可能な社会、言い換えれば資源循環型社会の実

現に当たっての重要なキーワードとしてエコツーリズ

ムがあります。グリーンツーリズムをさらに進化させ
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たエコツーリズム、これを新しい社会を構築するとい

う明確な目的を持った運動として市民生活に定着させ

ること、これがこれからの久慈市の新しいまちづくり

にとって欠かすことのできない重要な視点になると私

は考えております。琥珀やもぐらんぴあ、小久慈焼、

北限の海女、リアス式海岸、平庭高原、短角牛、内間

木洞など、数多くの地域の資源、そして食料・エネル

ギーの地産地消、教育旅行などの進化させた日常の人

的交流の拡大と促進、さらにはジオパーク、みちのく

潮風トレイルなど、実践の豊富な要素が備わっている

当市は、他の自治体に先駆けてこの運動を通じた新し

いまちづくりを標榜して邁進すべきではないのか。 

 久慈市にとって未来に向けて住みよい我が町をみん

なの手で創造する、こうした市民参加のプロセスを大

事にしながら、この運動を大きな大木として育てるこ

とが、すなわち究極の人口減対策でもあり、エコを通

じた農山漁村の活性化、それに伴うコンパクトで効率

がよい、個性あるまちづくりの一環としても大いなる

有効性を発揮するものであると私は確信をいたしてお

ります。 

 北欧の例を見るまでもなく、エコツーリズムは本来

国が国民運動として提唱すべきものだと考えますが、

我が国は国民の夏休みが１カ月も２カ月もある北欧と

は事情が違います。したがって、一概に同列で語るこ

とはできませんが、日本型の国民運動に進化させて定

着を図る日が観光立国を目指している日本にもそう遠

からずやってきます。東日本大震災を経て実現したジ

オパークや潮風トレイルは、まさにその布石だと私は

理解をしているわけですが、いかがでしょうか。 

 新しい市民のライフ生活、資源循環型の持続可能な

社会の実現を標榜したまちづくりの必要性について、

市長の所見を承りたいと思います。 

 次の質問はエネルギー政策についてでありますが、

ここでは再生エネルギーについて３点伺います。 

 まず、５年間の試験事業ということで、玉の脇で行

われている波力発電実証試験、その進捗状況はどうな

っているのか。また、試験結果についての報告書の提

出期限はいつになっているのか、伺いたいと思います。 

 ２点目は、11社から申し込みがあったと言われる久

慈地区拠点工業団地未造成地区へのメガソーラー設置

に向けた事業者選定の結果と、今後の事業見通しにつ

いて伺い、あわせて住宅用太陽光発電システム導入補

助の利用実績についても示していただきます。 

 ３点目として、木質バイオマスを利用したエネル

ギーの供給施設整備、いわゆる木質バイオのプラント

建設に向けた取り組みの状況はどうなっているのかに

ついても伺いたいと思います。 

 質問の第６は、県立久慈病院の医療の充実と強化に

ついてであります。 

 まず、現在、依然として麻酔科、耳鼻咽喉科、精神

科に常勤医師の不在が続いている状態でありますが、

常勤医師の早期確保対策について伺いたいと思います。 

 二つ目として、広域の中核病院として産婦人科医師

が１人の体制では不十分ではないか。ちょっとでもリ

スクの高い妊婦は二戸に送られる状況、これでは安心

して出産ができません。今後、人口減、特にも若年女

性激減が予測される中で、久慈広域の自治体にとって

は出産に不安がある地域という現実は大きなハンディ

になります。早急に診療体制の充実強化を図るべきと

思いますが、このことについての市としての取り組み

について伺いたいと思います。 

 第７の質問は、肉用牛・乳牛の牧草地の更新につい

てであります。 

 草地は６年から７年に一度更新するのが理想的だと

言われておりますが、短角牛を含めた肉用牛・乳牛の

生産が本格的にこの地方で始まって以来、三十数年、

ほとんどの農家ではこれまで一度も牧草地の更新がな

されていないのが現実であります。安定的な粗飼料の

確保は畜産振興の要であり、決して避けて通れない道

であるという観点から、この牧草地の更新の状況及び

今後の対応のあり方について、市としての考えを伺い

ます。 

 第８の質問は、全国ほんもの体験フォーラムinいわ

てについてであります。 

 この体験フォーラムは、当市が実行委員会の中核と

なって開催されるわけでありますが、開催に当たって

の準備状況はどうなのか。あわせて開催日程は２泊３

日、約1,000人規模のツアー参加者の宿泊などの受け

入れ体制は万全かどうかについても伺いたいと思いま

す。 

 第９の質問は、みちのく潮風トレイルについてであ

ります。 

 八戸久慈間で一部開通したトイレルコースはウォー

キングイベントも終了し、いよいよその真価が問われ
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るわけでございますが、以前から指摘されている案内

板の設置やガイドの育成、コースの充実・変更などの

課題について、その取り組みの状況を示していただき

ます。 

 第10の質問は、小袖地区の振興についてであります。 

 まず、来年５月には完成が予定されている日本財団

番屋再生事業による小袖地区の番屋新築計画の概要を

示していただきます。あわせて今回の新築及び津波で

被災した旧番屋の解体に対し、市の財政支援が全くな

いと仄聞しておりますが、市が財政支援に至らなかっ

た、その理由についてもお答えをいただきます。 

 北限の海女で知られる小袖地区は「じぇじぇじぇ」

という流行語を生み出した昨年の連続テレビ小説「あ

まちゃん」を契機として、今や三陸リアス式海岸の新

たな観光スポットとして大きな注目を浴びております。

今回、コミュニティ機能をあわせ持った番屋新築計画

は、多くの観光客の皆さんに歓迎される施設として活

用されるものと期待しており、海女ばかりではなくて

つりがね洞や活気ある荷さばき所、網おこしの伝統漁

法などの多彩な資源、さらには教育旅行や産直市など

を新たに取り入れて地域の活性化を図れば、コンパク

トながらも他に類を見ない観光地として大きな飛躍が

期待できる地域であると思われます。 

 しかしながら、さまざまな資源を活用し、複合的な

相乗効果を 大限に発揮できる体制は一朝一夕にして

構築できるものではありません。特にも行政の強い積

極的な支援がそこに必要だと思われますが、この大き

な可能性を秘めた小袖地区の振興に関して、市との考

え方、その取り組み方について伺いたいと思います。 

 また、海女センターについては、昨年の12月に引き

続いて、残念ながら去る５月30日の工事入札も不調に

終わりました。原因の調査はもとより設計者及び設計

単価の変更あるいは入札方式の変更などを早急に再検

討して、早期着工を図るべきと思いますが状況はどう

なっているのか。また、こうした事態を受けて海女セ

ンターの完成及び開業時期や当初より大幅におくれる

と思いますが、現時点でそれがいつごろになるか、こ

の点についての見通しも示していただきたいと思いま

す。 

 第11の質問は、エコパーク平庭高原整備事業につい

てであります。 

 毎年、県への重点要望に盛られている本事業であり

ますが、この要望の具体的な内容は宿泊施設の新築な

のか、改修なのか、それとも増築なのかという点につ

いて、まず端的に伺いたいと思います。 

 このエコパーク事業は、市村合併以前の旧山形村時

代からの事業で、当初の目玉事業はオートキャンプ場

と温泉開発で、総事業費約50億円という夢のある大き

なプロジェクトでありました。この構想がたちまち破

綻してしまったのは、県や国の苦しい財政事情ばかり

ではなく、そもそも構想自体が県が机上で策定した安

易なものだったからにほかなりません。目玉事業だっ

たオートキャンプ場は落葉松の花粉が問題になり、温

泉掘削は地下水の集積面積の不足による温泉流出量そ

のものの不足が明らかになり、注目されていたこの二

つの事業はあえなく頓挫してしまいました。これを機

に一気にこの巨大構想は消滅に向かい、構想自体を県

が白紙に戻すという異常な事態にまで発展してしまい

ました。 

 終的には、県と関係自治体双方の対面を保つため

に山形には湧水を利用した入浴施設しらかばの湯を建

設したものの、エコパーク事業はこれで終息という、

泣くに泣けない悲惨な結果になってしまったわけでご

ざいます。エコパークは既に終わった、私自身も含め

て今ではほとんどの山形住民はそう思っております。

既に住民の信頼を失い、賞味期限が切れてしまったこ

のエコパーク事業でございますが、しかし今なお夢が

破れた幽霊のようなこの事業にすがって、施設の増築

や改修を市が県に対して要望しているとするならば、

これは全く理解に苦しむ行動であります。 

 もし、市村合併をした旧山形村への配慮が原因で、

こうした要望がいつまでもだらだら意味なく続けられ

ているものだとするならば、そんな配慮はもう無用で

あります。即刻要望事項から削除して、今まさに国や

県の押しつけではない、平庭高原の整備に関する自前

の新たな整備構想を立案して果敢に挑戦すべきだと思

うわけでございますが、いかがでしょうか。市長の考

えを伺いたいと思います。 

 質問の第12は、地下水族科学館もぐらんぴあの建設

についてでありますが、ここでは施設整備概要と完成

及びその開業の時期について示していただきます。 

 次は、質問の第13、市道の整備についてであります。 

 市道大川目線の道路拡幅改良ができていない状況で

ありますが、その原因と今後の整備の見通しはどうな
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っているのか、伺います。 

 また、市道久慈夏井乙線、総延長1.3キロのうち830

メートルが側溝未整備区間であり、早期に解消すべき

だと思うわけですが、市としていかような対応を考え

ているのか、お伺いをいたします。 

 第14の質問からは教育行政について、教育長からお

答えをいただきます。 

 まず、市の芸術文化振興策についてであります。 

 芸術と文化はその地域の豊かさのバロメーターでも

あり、魅力あるまちづくり、人づくりに欠かせないも

のであります。アンバーホールを中心とした市の社会

教育優先の押しつけがましい企画にはおのずと限界が

あります。ホールの使用基準の抜本的な規制緩和が必

要であると考えられますし、また、一般人によるアン

バーホール運営委員会などを設置して、市民からの自

由奔放なイベント企画を公募するなどして、新たな芸

術文化の可能性を模索し、有為な人材の育成に力を注

ぐべきだと思うわけでありますが、これらを含めて市

の芸術文化振興策について、教育長のご所見をご披露

いただきたいと思います。 

 次の質問は、久慈城跡の活用についてであります。

昨年３月久慈城跡の用地の取得に向けて不動産鑑定料

が予算化されました。県国の文化財としての指定に向

けた働きかけを強めていくという当局の力強い姿勢が

表明されたわけでありますが、そうした取り組みのこ

の１年間の成果、その進展状況について、お知らせを

いただきたいと思います。 

 また、久慈市内にある城跡と館跡の数は現在調査さ

れて判明しているだけで17カ所あり、内訳は夏井６、

山形５、小久慈２、大川目２、門前１、八日町１であ

ります。もちろん今後の調査によっては侍浜や宇部町、

そして山根などの史跡がふえていくと思いますが、こ

れらは皆久慈城を中心とした歴史資産であります。よ

って、長年難航している久慈城跡の活用は、この地域

の歴史資産を語る上で も重要なものであると位置づ

けられ、その活用を現実のものとするために、歴史と

文化の香る町をテーマにした、仮称久慈城フォーラム

を開催して、市民一丸となったまちづくりへの新たな

機運を盛り上げるべきだと思いますが、これについて

もあわせてご所見を賜りたいと思います。 

 質問の第16は、体育館の屋根の全面張りかえが必要

だと思われる山形小学校、山形中学校の雨漏りについ

て、当局の現状認識とその対策について伺います。 

 そして、これは 後の質問になりますが、このたび

学校教育法施行規則の一部改正によって土曜授業が可

能になったわけでありますが、当市における実施の考

え方について伺いたいと思います。 

 以上、17項目29点についてお伺いをいたしまして、

登壇しての私の質問を終わりといたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  清風会代表、髙屋敷英則議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、市政運営の基本的な考え方についてであり

ますが、所信表明で述べさせていただきましたとおり、

まずは東日本大震災からの復興事業に 優先で取り組

み、１日でも早く復興を成し遂げるよう取り組んでま

いります。 

 また、安定した雇用の確保や将来を見据えた人口減

少、少子高齢化社会への対応など、数多くの市政課題

が山積しておりますことから、これまで開催してきて

いる市政懇談会に加えまして、新たに小規模な座談会

などをこまめに開催し、幅広く市民の皆様のご意見を

お聞きしながら、また、市民の皆様の積極的なご協力

をいただきながら、限られた財源を有効に活用し、

少の経費で 大の効果が発揮できる市政運営に全力で

取り組んでまいります。 

 あわせて、久慈市が誇る美しい自然環境や豊富な

海・山の幸などを大切に守り、育みながら「活力と笑

顔あふれる豊かなまち」を築いてまいります。 

 次に、市長公約についてお答えをいたします。 

 まず、総合防災公園整備事業の見直しについてであ

りますが、都市計画マスタープランや緑の基本計画の

策定の中で、久慈市全体のまちづくりや防災機能を備

えた都市公園の整備方針など、将来の久慈市の都市施

設のあり方について検討をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 また、都市計画マスタープランや緑の基本計画の策

定に当たりましては、委員会などを設置し、審議の経

過を公表し、議会や市民の皆様のご意見を幅広くお聞

きしながら、真に必要な施設を 小限の経費で整備し

てまいりたいと考えております。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画の見直し理

由とその内容についてでありますが、事業の推進に当
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たりましては、第２期計画の目標でありますやませ土

風館と駅前拠点による中心市街地全体のにぎわいの創

出、これに基づきまして各事業を実施する考えではあ

りますが、整備いたします駅前拠点につきましては、

より効果があらわれる施設を整備しなければならない

ことから見直しを行うこととしているものであり、見

直しに当たりましては幅広く市民の皆様のご意見も集

約し、日常的に人が集う施設を整備してまいりたいと

考えております。 

 次に、少子高齢化・人口減対策についてお答えをい

たします。 

 初めに、市として急激な少子高齢化・人口減にどの

ように対処していくのかとのご質問についてでありま

すが、この問題につきましては個々の地方自治体だけ

で解決できる問題ではなく、国を含む関係機関、民間

団体、市民の皆様との連携が不可欠と考えております。

まずは、市内部におきましてこの危機的な課題の共有

化を図り、各部局において何をなすべきか速やかに検

討を進めるとともに、国を含め、関係機関との連携に

ついての働きかけを行ってまいります。 

 次に、市として将来のまちづくりのあり方について

明確な方向性を打ち出すべきではないか、とのご質問

についてでありますが、まずは、長期的かつ総合的な

視点に立ち、若者の流出を食いとめ、呼び込むための

取り組みの推進など、有効な施策をいかに選択と集中

により推進していくのか、その方向づけをしてまいり

ます。 

 そして、この久慈市に住んでいる方々が久慈市に住

んでよかった、これからも久慈市に住み続けたい、そ

のように思える元気で魅力あるまちづくりを進めてま

いります。 

 次に、若者の定住対策に取り組むに当たり、政策の

再点検をすべきとのご質問についてでありますが、若

者世代の定住対策につきましては、ご指摘のように市

内部の各部局に共通する喫緊の課題であるとともに、

関係機関や民間団体などとの連携強化も不可欠である

と考えております。また、若者世代が定住するために

必要なまちづくりを進めるにあたりましては、当該世

代が求めるニーズを把握するため、アンケート調査を

実施することなどによりまして、市民の声をしっかり

と把握する必要があると考えております。 

 なお、雇用の場の創出確保や子育て支援施設の充実

など、重点的に施策を推進しなければならないとの観

点から、政策全体の再点検をしっかりと行ってまいり

ます。 

 次に、持続可能な社会の実現についてお答えをいた

します。 

 環境省では、エコツーリズムの定義を自然環境や歴

史文化を体験し、学ぶとともに地域の環境と経済の両

立を目指す持続可能な観光のあり方としております。

当市は山・里・海の豊富な自然環境を有していること

から、環境省の復興エコツーリズム推進モデル事業の

モデル地区に選定され、平成24年度から３年間、自然

環境の保全と交流人口の拡大を目的として、旅行者の

受け入れ体制の整備やエコツアープログラムの作成、

ガイド育成に取り組んでいるところであります。 

 エコツーリズムへの取り組みは、農山漁村の活性化

はもとより地域全体の活性化に寄与するものと捉えて

おり、ジオパークやみちのく潮風トレイルなど新たな

観光資源と連携させ、より多くの市民が参画できる体

制づくりに今後も取り組んでまいります。また、国等

関係機関に対しましては、エコツーリズムの環境整備

について積極的に要請してまいります。 

 次に、エネルギー政策についてお答えをいたします。 

 まず、波力発電実証試験の進展状況についてであり

ますが、平成25年度には実証機の陸上ベンチ試験を大

阪府の堺市にあります工場で実施いたしましたほか、

詳細設計が完了したところであり、今年度におきまし

ては引き続き陸上ベンチ試験とシステムの改良、改善

を行う予定であると調査主体であります東京大学から

伺っております。 

 なお、本事業の 終報告期限についてでありますが、

平成27年度に予定されております玉の脇地区実証海域

への機器設置を経て、文科省プロジェクトの 終年度

となる平成28年度において 終の報告書として成果が

まとめられるものと伺っております。 

 次に、久慈地区拠点工業団地未造成地におけるメガ

ソーラー設置運営事業についてでありますが、応募登

録のありました12事業者のうち３事業者から企画提案

書が提出され、去る２月21日審査会を開催し、事業者

からのプレゼンテーションを受け審査した結果、東京

都に本社を置きます坪井工業株式会社を 優秀企画提

案者として選定したところであります。 

 その提案の内容についてでありますが、工業団地の
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未造成地約4.5ヘクタールを使用し、発電出力1,990キ

ロワット、年間発電量約200万キロワットアワーの発

電所を設置しようとするものであります。 

 坪井工業株式会社では、現在、事業実施に向けまし

て電力会社への接続検討申請を行っており、電力会社

からの連系可能容量等の回答を受けた後、土地所有者

であります岩手県土地開発公社、久慈市及び坪井工業

株式会社の三者によりまして事業実施に向けた覚書を

締結し、事業に着手することとしております。 

 覚書締結後におきましては、岩手県土地開発公社が

林地開発行為の変更手続や造成工事を行い、市は工事

完了後の用地を取得し、事業者に貸し付けを行い、事

業者は年度内に発電設備を設置し発電を開始する計画

となっております。 

 また、住宅用太陽光発電システムの導入補助の実績

についてでありますが、平成24年度から補助事業を開

始し、平成25年度末までに103件、1,975万円を交付し

ております。本事業につきましては、今年度において

も継続して実施しており、引き続き導入を促進してま

いります。 

 次に、木質バイオマスを活用したエネルギー供給施

設整備に向けた取り組み状況についてでありますが、

本取り組みは平成24年度に市が実施いたしました木質

系震災廃棄物等活用可能性調査事業の成果に基づき、

久慈市総合計画及び久慈市復興計画との整合性を図り

ながら、本市において安定的かつ持続可能な事業規模

でのエネルギー供給施設整備の検討を重ねてきたもの

であります。 

 検討に当たりましては、関係機関、団体をはじめ、

専門業者や地元企業なども交えて検討を重ねてきたと

ころであり、その結果、趣旨に賛同する地元企業の出

資により事業化のための新法人が本年２月に成立され、

事業の具体化が図られてきたところであります。 

 なお、木質バイオマスを活用したエネルギー供給施

設が整備されますことは、未利用資源の活用による森

林整備の促進、農林業の振興、地域経済循環の創出な

どさまざまな効果が期待されますことから、市といた

しましても事業主体と連系を深めながら事業推進のた

めに積極的な支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、県立久慈病院の医療の充実強化についてお答

えをいたします。 

 県立久慈病院は、現在、麻酔科、耳鼻咽喉科、精神

科などの常勤医師が不在となっていることから、岩手

医科大学等から応援の医師の派遣を受けて診療に当た

っていると認識しております。 

 さらに、平成19年から産婦人科は常勤医師１人体制

となり、周産期医療の充実強化が求められているほか、

市内開業医への負担増も懸念されていると認識いたし

ております。 

 市といたしましては、市独自の医師滞在等資金貸付

制度や岩手県国保連合会が行います奨学制度への拠出、

岩手県に対する要望活動など、地域医療確保対策に取

り組んできているところであります。今後におきまし

ては、地域住宅が安心して医療を受けられるよう県に

対し継続して要望を実施するほか、久慈市といたしま

しても当地域出身の医師及び医大生に対しまして久慈

病院への就労を働きかけるとともに、学校や関係機関

と連携しながら地域医療の確保に努めてまいります。 

 次に、肉用牛・乳牛の牧草地更新について、お答え

をいたします。 

 草地更新の実施状況についてでありますが、白樺平

公共牧場ほか９カ所、約490ヘクタールの公共牧場の

うち、草地更新を実施した経緯のある牧場は霜畑牧野

１カ所、約25ヘクタールとなっております。 

 また、農家の管理する牧草地は約819ヘクタールと

なっておりますが、このうち約131ヘクタールにつき

ましては、牧草地再生対策事業及びいわて型牧草地再

生対策事業により草地更新が行われているところであ

ります。 

 市といたしましては、草地更新について経営体個々

が飼料体系や土地条件などに応じ草地管理を行ってい

る状態にあることから、希望する農家等の意向を踏ま

えながら、現行のいわて型牧草地再生対策事業の導入

による草地更新を促進してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、第11回全国ほんもの体験フォーラムinいわて

についてお答えをいたします。 

 本フォーラムは、本年10月24日から３日間の日程で、

久慈市を中心とする県北６市町村に全国各地から体験

型観光の担い手が一堂に会し、開催される予定となっ

ております。 

 開催準備の状況でありますが、昨年10月に岩手県知

事を名誉会長、久慈市長を実行委員長といたします実
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行委員会を設置し、本日まで２回の実行委員会を開催、

また岩手県県北広域振興局、各関係市町村、関係機関

で構成いたします運営会議を６回開催し、受け入れ準

備を進めてきているところであります。今後におきま

しても、この運営会議を中心として詳細な内容を協議

し、大会目的達成のため万全を期して取り組んでまい

ります。 

 次に、その受け入れ体制についてでありますが、期

間中の宿泊施設につきましては参加者が６市町村のツ

アーごとに分散することとなっておりますことから、

運営会議を通じて各関係市町村に対し宿泊施設の確保

をお願いしているところであります。 

 また、大会期間中における人的体制につきましては、

岩手県をはじめ実行委員会の構成員である各関係市町

村及び関係団体に対し職員の派遣をお願いするなど、

協力と連携によりまして万全を期して取り組んでまい

ります。 

 次に、みちのく潮風トレイルについてお答えをいた

します。 

 みちのく潮風トレイルは、平成25年11月29日に八戸

市蕪島から久慈市小袖地区までが開通したところであ

ります。利用環境向上のため環境省では今年度から来

年度にかけて案内標識などの設置を進めると伺ってお

りますが、市では先行して市独自にコースの分岐点を

中心に案内表示板を設置し、その環境整備に努めてい

るところであります。 

 今後におきましても地元ガイド育成のためのガイド

ブックを作成するほか、各種課題解決に向けてコース

沿線地域の方々のご意見をお伺いするとともに、民間、

ＮＰＯ団体及び当市を含む関係行政機関で構成し設立

準備を進めておりますみちのく潮風トレイル地域運営

協議会と連携しながら、事業推進を図ってまいります。 

 次に、小袖地区の振興についてお答えをいたします。 

 まず、公益財団法人日本財団の東日本大震災復興支

援関連事業、番屋再生事業の番屋新築計画の施設概要

についてでありますが、当該番屋は小袖定置網組合が

実施主体となりまして整備を進めているものでありま

す。番屋建物は木造一部２階建て、延べ床面積約200

平方メートルで、１階には調理室、多目的室、更衣室、

２階には事務室、会議室を設ける予定であり、本年10

月に着工し、建築費約5,000万円をかけて旧番屋の解

体跡地に来年３月に完工する予定と、小袖定置網組合

から伺っております。 

 また、小袖定置網組合からは、日本財団との間で本

年３月24日に建設費に対する100％助成を受ける旨の

契約を締結したと伺っているところであります。 

 なお、市といたしましては、今回の番屋整備に当た

りまして小袖定置網組合と事業計画樹立段階から話し

合いを十分に重ねる中で、事務手続などのソフト面に

おいての支援を行ってきたところであります。 

 次に、新たな番屋を活用するための取り組み及び体

制の構築に関する支援についてでありますが、当該番

屋再生事業計画では、小袖定置網組合が主体となり、

番屋を従来の漁業者のための番屋機能のほかに、学生

や一般客を対象とした網おこしなどの漁業体験の開催

場所及び郷土芸能小袖漁労歌などの伝承の場として活

用すると小袖定置網組合から伺っております。 

 市といたしましても、新たな番屋は小袖地域への観

光客誘致及びイベントの開催など地域活性化のための

核となる施設であると捉えており、漁業の継続はもと

より、地域内外の人と人とのふれあいによって被災地

域を再生させ、復興につなげることが期待されますこ

とから、体制構築を含めた取り組み実行の支援につい

て地域住民と一体となって支援してまいりたいと考え

ております。 

 次に、海女センター工事入札不調後の対応及び開業

時期についてでありますが、平成25年12月20日に入札

会を実施し、主体工事が不調となったことから、平成

26年４月７日に杭基礎工事について先行して発注した

ところであります。 

 なお、主体工事につきましては、復興交付金の追加

配分を受けまして、５月30日に改めて入札会を実施い

たしましたが、再度不調となりましたことから、地方

自治法施行令第167条の２第１項第８号の規定により

まして随意契約とし、６月９日付で工事請負契約を締

結したところであります。 

 また、工期につきましては、予定しておりました平

成26年10月から11月に変更したところであります。 

 次に、エコパーク平庭高原整備事業についてお答え

をいたします。 

 まず、県に対する具体的要望内容についてでありま

すが、県が平成14年度に策定いたしましたエコパーク

平庭高原実施計画には中核施設の整備などが盛り込ま

れており、平成20年度に入浴施設が整備されましたが、
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計画にありました宿泊施設が未整備となっております。

その整備については継続して県に要望してきたところ

であります。具体的には客室15室の整備を要望してき

ているところであります。 

 次に、新たな平庭高原整備計画の策定についてであ

りますが、これまで中核施設の整備について継続して

県に要望してきたところであり、この要望に対し県か

らは平庭地域への入り込み数や現在の稼働状況を見極

めながら検討するとの回答をいただき、整備の実現に

至っていない状況にあります。 

 日本一の白樺林を有する平庭高原は当市の観光振興

拠点であり、教育旅行の重要な拠点でもあります。地

域の観光資源を生かした観光振興と交流人口の拡大の

ためには平庭高原の総合的な活用策の検討が必要であ

ると認識しており、宿泊施設の要望とあわせまして、

市としての平庭高原の振興策についても早急に検討を

進めてまいります。 

 次に、地下水族科学館もぐらんぴあの整備について

お答えをいたします。 

 当施設は、公立社会教育施設災害復旧事業及び復興

交付金事業により再建するものでありますが、管理棟

につきましては鉄筋コンクリート造り５階建てを予定

しており、１階に受付及び産直物販施設、２階に資源

エネルギー等の展示室、３階に防災学習展示室、４階

に特別展示室及び事務室、５階に機械室の設置を考え

ております。 

 また、水族科学館につきましては原形復旧が基本で

ありますが、新たなものといたしまして旧シアター

ルームに大型水槽を設置する予定であります。完成時

期につきましては平成27年７月を予定しており、開業

時期につきましては平成27年の秋口を目指して鋭意取

り組んでまいります。 

 後に、市道整備についてお答えをいたします。 

 まず、市道大川目線の道路拡幅についてであります

が、改良工事を進めていた当時、用地交渉において公

図と現地の状況に相違があり、一部地権者の承諾が得

られず、事業の進捗が図られていない状況にあります。

今後におきましては地権者の理解が得られるよう引き

続き努力してまいります。 

 次に、市道久慈夏井乙線の側溝蓋未設置区間の早期

解消についてでありますが、市内の側溝蓋未設置路線

については地域からの要望などや予算を勘案しながら、

順次、整備してきているところであります。久慈夏井

乙線につきましても、住宅地周辺など早期に設置が必

要な箇所を調査し、順次整備を進めてまいります。 

 以上で、清風会代表、髙屋敷英則議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  清風会代表、髙屋敷英則議

員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、芸術文化振興策についてお答えをいたしま

す。 

 当市における芸術文化振興の取り組みといたしまし

ては、久慈市総合計画及び久慈市社会教育行政中期計

画において、文化施設の連携や地域文化の振興などの

施策の方向を示し、事業を企画、実施しているところ

であり、また、アンケート等の実施により多種多様な

事業を展開し、文化施設の活用を図っているところで

あります。さらに、事業実施に当たっては、職員が各

種研修会に参加し、質の高い事業を提供できるよう努

めております。 

 ホールの使用基準につきましては、文化会館条例に

基づき使用等を許可しており、学校や芸術文化団体等

のさまざまな活動の発表の場としても活用いただいて

いるところであります。 

 また、人材育成の観点から吹奏楽、合唱、演劇など

のワークショップを開催し、一流のアーティストから

直接指導を受けられる場も設けているほか、学校、病

院等への訪問コンサートを実施するなど、アーティス

トを身近に感じ、触れ合う機会も設けているところで

あります。今後もさまざまなニーズの把握に努めなが

らホールの有用な活用、人材育成、芸術文化の振興を

図ってまいりたいと考えています。 

 次に、歴史的文化遺産の活用についてお答えをいた

します。 

 まず、久慈城跡の活用に向けた取り組みの進展状況

でございますが、現在、久慈城跡の用地取得を 優先

にして取り組んでいるところであります。平成25年度

には用地中心部分の不動産鑑定を実施しており、今年

度は立木伐採補償にかかる鑑定を行う予定であります。

今後は土地の境界の確定や、用地取得の交渉を行いた

いと考えているところであります。 

 次に、久慈城フォーラムの開催についてであります
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が、今は用地の取得を 優先として取り組んでおり、

一定のめどが立った後に、久慈城跡の歴史等について

市民の皆様が理解を深める事業の展開について検討し

てまいります。 

 次に、山形小学校及び山形中学校の体育館の雨漏り

対策についてお答えをいたします。 

 ご質問の山形小学校の体育館は築41年、山形中学校

は築32年が経過し、両校とも老朽化が進行しているこ

とは認識しているところであります。 

 山形小学校につきましては、昨年度に雨漏りの修繕

を行いましたが、まだ少量ではありますが雨漏りが続

いている状況にあります。 

 また、山形中学校につきましては、横風が伴う降雨

時にたびたび雨漏りがあり、これまでも現地調査を行

ってまいりましたが、原因について特定できなかった

ところであります。梅雨明けには現地調査を行い、原

因を把握の上、対策工法等を検討することとし、改善

に向け状況に応じた予算確保に努めてまいります。 

 後に、土曜授業の実施の考えについてお答えをい

たします。 

 昨年、文部科学省は土曜授業の法制化について、９

月30日に 終まとめを報告し、11月29日に土曜授業の

実施にかかる学校教育法施行規則の一部改正を施行し

ました。内容は、「教育委員会等が必要と認める場合

には土曜日等に授業を実施することが可能である」、

このことを明確に示し、教育委員会の判断に委ねるも

のとなっております。 

 市教育委員会といたしましては、土曜授業を含めた

土曜日の教育活動について、文部科学省から示された

土曜日の教育活動推進プロジェクトを一つの参考とし

て実施のあり方について検討するとともに、当市の児

童生徒の土曜日の有効な過ごし方について、各小中学

校やＰＴＡ等の意見や要望を聞き、当市の子供や教職

員の実態を踏まえるとともに、他市町村の実施状況の

情報収集を行い、実施について検討を重ねてまいりた

いと考えております。 

 以上で、清風会代表、髙屋敷英則議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  大変どうもありがとうござ

いました。７分間時間が残っておりますけれども、一

問一答方式で質問するとすぐ時間がなくなってしまい

ますので、３点を一括してご質問を申し上げたいと思

います。 

 まず、第１点目でありますが、第２期中心市街地活

性化事業についてであります。 

 私は計画があってもよりよいものをつくるために見

直しをする、これは非常にいいことだと思っておりま

す。そういう意味では広く市民の皆さんから意見を聞

く、あるいは時間的な制約があれば、またなんですけ

れども、そういうような時間的な余裕もある程度ある

のであれば、私は十分に時間をかけて見直しをしてい

いものだろうというふうに思っております。 

 そういった中において、単に駐車場がどうだとか、

あるいは東西交通交流、そういう観点とか、あるいは

ビルとかってそういうものが主な議題になるというふ

うに思うんですけれども、私普段から一つ気になって

いることがございまして、昨年の議会において、いわ

ゆるもぐらんぴあの科学水族館ができれば、いわゆる

街なか水族館、これはやめるんだと、なくするんだと

いうような部長答弁が当時ありました。これは緊急雇

用対策でやっているものでございますので、緊急雇用

対策が、そういう事業がなくなれば、国の事業がなく

なれば待ったなしでこれはなくなるような答弁。しか

しながら、その同じ議会の中で当時の市長がこういう

ことも言っているんです。いわゆる緊急雇用事業でや

っているんだけれども、もぐらんぴあができたといっ

ても必ずしもこの街なかの水族館をイコール廃止する

んだというような、そういうような考え方は持ってい

ない。その時点になって改めて考えるというような発

言をしております。 

 一般的には水族館が二つあってどうするんだという

ような、そういうような考え方が支配的なようでござ

いますけれども、私はもぐらんぴあは科学水族館、そ

して街なかの水族館というのは、いわゆる街なかを散

歩したりあるいは近隣の町村からあるいは市街地の外

から同じ久慈市民が来て、その憩いの場として大変大

きな役割を果たしているんじゃないかなというふうに

思います。 

 久慈の駅前が非常にすたれているというようなお話

もありますけれども、実際にはその半分、こちらから

向かって久慈の駅に向かうと左側の部分については結

構それなりのにぎわいがあるんです。それから、右側
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についてはやはりそういうすたれている部分というの

も感じないわけではありませんけれども。あそこはや

はり駅があって、三陸鉄道の駅があって、ＪＲの駅が

あって、そういうことで人のにぎわい、そういうもの

も生徒、通勤者、一般の住民の皆さんのにぎわいとい

うものもある程度ある。そうした中で普段見ていると、

非常にこの街なか水族館というのは、あそこの地域の

地区の、あの部分のシンボル的なものになっている、

そういうように思っております。理屈でいえば二つ要

らないということなんですが、定義づけによっては私

は両立できるんじゃないかなというふうに思っており

ます。 

 これはなかなかに、緊急雇用対策でやっているとい

うことなんですが、予算的な意味からいえば、いわゆ

る私は経営というものは緊急雇用だから入場料も取れ

ないというような状況になっているわけでございまし

て、ある程度高くなければ街なか水族館の入場料とい

うものもいただいてもいいんではないかと。 

 そして、その街なか水族館の２階に事務所、２階の

部分に場所があるわけでございますけれども、そうい

うことを、ものを利用しながら、やはり昔から言って

きているように例えば教育旅行にしても、体験学習協

会、これはいつまでも行政におんぶに抱っこじゃなく

て、もう少し一人立ちしたほうがいいとか、そういう

ようないわゆる民力を民活を、もっともっと推進して

いくべきだという観点からそういうお話もしてきたわ

けでございますけれども。 

 こういう体験学習協会とか、あるいは別のＮＰＯで

もいいんでしょうけれども、そういう方々が直接経営

にタッチをして２階の部分も活用する。そうすること

によってトレイルやいわゆるジオパークのガイドの育

成であるとか、そういうようなさまざまな課題という

ものもそこで対応できるわけでございまして、私はで

きればいろんな事業をやる、そうするとどうしても役

所が中心になってやっているような、教育旅行でも役

所が総出でやっています、その担当が。そういうよう

な状況からやっぱり少しでも早く抜け出して、ある程

度の自立をしたＮＰＯあるいは体験学習協会、そうい

うものをもう少し育成をしながら、ある程度の期間は

補助金はしょうがないにしても、やはり一人前に成長

していただく中で、いろんな活性化というものができ

ていくんじゃないかというようなことで、一般的に大

勢の一部の人はどうかわかりませんけれども、大勢の

市民の皆さん方はこの街なかに水族館があるというこ

とについては非常に好意的な感じを持っております。

そしてできれば、こういう施設というものをそのまま

残してほしいなというような、そういう希望があると

いうのも私は知っております。 

 したがいまして、そういう部分も含めながら、今後

の見直しの協議の中で話題にしながら、いろいろと協

議を進めて検討をしていっていただきたいと思うわけ

です。 

○議長（八重櫻友夫君）  髙屋敷議員に申し上げます

が、答弁時間を考慮して質問をお願いいたします。 

○21番（髙屋敷英則君）  わかりました。この後の質

問に関しては23日予算委員会がありますので、そちら

のほうの質問に回しますので、この１点についてそれ

ではご答弁いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。時間がありませ

んので簡潔に答弁をお願いいたします。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいま、街なか水族館の活

用についてお話がありました。今の駅前の施設整備に

ついて検討、見直しを行っているところなんですけれ

ども、本体のもぐらんぴあができた後も呼び水として

駅前にやはり必要じゃないかという声を私も聞いてお

りますので、それを含めてどういうふうにしたら本体

のほうにもお客様を誘導できるか、経営の効率化を考

えた場合には１カ所ということになるわけですけれど

も、それがより集客力を上げる、そのためにはどうす

るかという方策は、今のご指摘の点についても検討を

進めてまいりたいと思っております。 

 あわせまして民間活力の活用ということでございま

すので、これについては本当におっしゃるとおり、ご

指摘のとおりだと思っておりますので、これについて

もどういう方法がいいのか、街なか水族館だけではな

くてというようなお話でしたので、そこもトータルで

検討を進めてまいりたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  髙屋敷英則議員の一般質問に

関連をして、何点か質問をさせていただきます。質問

項目の２番、市長公約について。①の総合防災公園整

備事業の見直しについてお尋ねをさせていただきます。 

 さきの市長戦は公約におきまして前市長、そして遠

藤市長との公約での対立軸があって、そういう中で選
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挙が行われたわけでありまして、その中の一つに総合

防災公園整備事業、これもあったわけでありますが、

この防災公園事業の見直し、これについて市民の見直

し期待、それから支持された部分というのは、遠藤市

長、どのように受けとめておられるのか、お尋ねした

いと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  総合防災公園につきましては、

選挙におきまして訴えさせていただきました。主な問

題点として私が訴えましたのは、当市の厳しい財政状

況の中での財源負担の問題が一つでございます。あわ

せまして整備箇所の問題がございます。もう一点は事

業の進め方、議会に対する説明内容、説明方法、あわ

せまして周辺の住民の方々を含めます地元の方々に対

する説明、こういったものについて大きな問題がある

というふうに考えて訴えてまいりました。 

 市民の皆様からは、やはり本当に必要な事業であれ

ばそれは当然やらなくちゃいけないけど、そこの吟味

がどうなっているんだ、事業がどうしてもあそこにこ

れだけの規模で入って入れなければならないか、その

状況も説明がちゃんとされない。議会のたびに紛糾し

ているということも皆さんから言われました。議員の

皆様も当然、そういう認識だと思うんですけれども。

やはり納得できるものを 小限の経費でやっていくと

いう視点が大きく欠けていたんじゃないかなというこ

とで訴えさせてもらいました。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  今の見直しのひとつの要点、

ポイントに財政の関係をお話しをいただきましたが、

この前も全員協議会で出されたわけですが、その中で

の財政負担の関係、市の一般からの歳入というんです

か、その分。あるいは公共事業債、それから起債にか

かる償還までの利息等、この３期工事までに市の財政

負担がどれぐらいなのか、確認のためにお尋ねをした

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  総合防災公園の現段階では、

まず実施設計、それから見直す事業が決まっているわ

けではございませんので、現段階の事業認可、全員協

議会のほうにも出しましたけれども、そのときの資金

計画、これでいきますと事業計画が48億円になります。

その中で国庫補助金が約22億4,700万円、震災復興特

別交付税、これが10億500万円、起債が約13億9,200万

円、単独費が約１億5,400万円となっております。 

 起債の借入条件を３年間据え置き、元利均等で計算

いたしますと、20年借款、20年の償還で交付税措置を

元利償還金の20％とした場合、実質の負担額、これは

単独費で約１億5,400万円、あわせると14億6,700万円

となります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  現計画のことでこれも確認の

ためにお尋ねをしたいんですが、山内市長はこの総合

防災公園事業について、答弁の中で総合防災公園とし

て整備したいということで、平場等に重圧がかかるよ

うな、例えばスポーツ構造物等は想定していないと、

こういうふうな答弁を繰り返ししていたと思いますが、

そのことと受けとめて相違ないか、お尋ねしたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  この事業計画、この48億円

の中ではそのような計算は入っておりません。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  多目的グラウンド等整備する

わけですが、この部分について何度か議員のほうから

質問があった際に、山内市長はこの平場等については

重圧がかかるようなスポーツ構造物等の建設について

は想定していないと、こういうふうな答弁をなさった

と思いますけれども、私、議事録を見てそういうふう

に認識しておりますけれども、その認識で相違ないか、

お尋ねをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  前市長が平場にスポーツ施

設の構造物を想定していないという答弁をいたしてお

りますので、そういうことで理解しております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  遠藤市長は見直しのポイント

を３点、４点お話をいただきました。そういうことで、

その見直しの判断するに至る内容のことなんですけれ

ども、もう一時避難所を少ない予算で 小限につくっ

て、それでいいという考えなのか。いろいろ複合的に

あると思うんですが、そうではなくて、山内市長はス
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ポーツ施設の構造物、重圧がかかるような構造物はつ

くることを想定していないと、そうだったんですが、

それに対するさらに議員からの質問に対して、一方で

は野球場のような、野球場もつくり得る広場の整備に

もなると、こういう一方では答弁をいたしております。 

 市民の中にはもう用地取得、そして用地造成もされ

るので、そういうのであれば、その多目的グラウンド

等について、将来的に野球場等も建設すれば、財政的

にもむしろその一時的な用地取得とか、それから平場

造成等が省略されて、そして、野球場が建設できると

いう部分については、多少の期待感を持った市民もい

たのではないかというふうに思うんですけれども、遠

藤市長はあそこの今回の多目的グラウンド等造成する

用地は、ただ単に一時避難所として小規模につくると

いうだけはなくて、仮にそういうふうなことがあって

もスポーツ的な施設等をつくるというふうな分につい

ては向かないと、あそこはあまり適地じゃないという

ようなことも胸の内に含みながらの見直しかどうかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまのご質問についてで

ありますけれども、確かに地すべり地帯であるという

のが厳然たる事実でございますし、やませが非常にき

つくかかるという地元の方が非常に強調されていらっ

しゃいます。今回の総合防災公園事業といたしまして

は、避難路等 低限のものをつくるべきだと思ってお

ります。 

 将来的には市営球場、現在の市営球場、解体という

ことが決まっておりますので、将来に向かっては野球

場整備を考えてまいりますが、それも単体ではなくて、

できれば総合運動公園的な構想を持った上での計画づ

くり、施設整備を進めるべきだと思っております。今

回の事業に乗れば用地確保等が比較的容易じゃないか

ということで整備をしてしまいますと、後年度負担と

して、その施設を後の子供たちが数十年にわたって使

って行かなければいけないと問題ございますので、野

球場整備を含めまして整備は適地に行うべきだという

ふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  昨年の６月議会で、実はその

地すべり地帯が、遠藤市長がお話になりましたけれど

も、そういうことについて懸念をして、議員のほうか

ら附帯決議が出されたわけであります。それで、その

附帯決議が出されたのでという理由で、７月にこれま

で入っていなかった立成地区を入れて計画をつくった

と、こういう実は３月議会での答弁がございました。

で、今回は立成地区を一番 初に除いて継続して道路

等をつくるというふうなことで、裏腹の成り行きにな

ったなというふうなことも感じなくないわけでありま

す。 

 立成地区がある程度地すべり地帯の中では比較的い

い場所だということで私は追加、計画されたというふ

うな受け取りもしたために、一番 初にこの立成地区

を外すと、こういうふうな今回の説明、この理由につ

いてお尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  去る５月26日の議員全員協

議会において、私のほうからこの立成地区を外す方向

で検討しているんだと、そういうことで事務方に指示

しているというご答弁を申し上げました。 

 その理由といたしましては、まずこの立成地区の住

民の方の中には、整備計画の中に入るということに対

して反対している方々もいるということと、それから

市長からも再三ご答弁申し上げておりますが、必要

小限の整備をしてまいるんだということでございまし

て、それらを受けまして、今後、具体的にどのように

するのかというのは、都市計画マスタープランや緑の

基本計画を策定する中で、この立成地区についても外

す方向で検討していきたいということで、今現在考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  28年度までのこの建設資金の

中に社会資本整備総合化交付金の復興枠、これが27年

度までの18億を使って行うということなわけでありま

すけれども、実は復興が遅れておりますことから、こ

の社会資本整備総合交付金、復興枠が28年、29年まで

延期されるといいますか、そういうふうなことを全く

想定されなくないというふうなことと私は受けとめて

おります。予想されないことではない。 

 もし、そうすれば大変、今、10億数千万が市の持ち

出しが出てくるとすれば、もし、その29年度まで社会

資本整備総合交付金復興枠が持続されたとなれば、市

の負担が６億、７億軽減されて事業が実施できなくも
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ないということになれば、私は現大崎地区の防災公園

を縮小するのであれば、もう一つこの防災公園を市長

はあそこは適地じゃないというふうな危ないところだ

という認識であれば、もう１カ所分散配置して考える

ことなどは全く制度上できないものか。その分散配置

とそれからその復興枠の延期といいますか、継続の関

係をどう読んでおるのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまのご質問についてで

ありますけれども、先般、岩手県市長会といたしまし

ても政府自民党の議員の皆様、県選出の国会議員の皆

様にも要望活動を行ってまいりました。その中で政府

自民党の関係者の皆様は、必要性は認識している、27

年度までには終わるわけにはいかないだろうというお

話はあるんですが、具体的な予算措置として現在はっ

きりしているのは27年度までと、それ以降の取り扱い

についてはこれからであるという回答でございました。 

 そういうことで非常に不確定要素が多い問題なもの

ですから、今、議員ご指摘のようにそういう事態にな

った場合はそれも含めて検討してまいりますが、現時

点ではどうなるかわからないということでございます

ので、今の条件の中で整備計画を進めてまいりたいと

考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  この社会資本整備総合交付

金、復興枠を活用してもう１カ所分散配置はできない

のかというご質問でございますが、それについては現

在、不可能であるというふうにとらえているところで

ございまして、先ほども申し上げましたように、都市

計画マスタープラン等の計画の中で、久慈市全体の中

でどのような配置、都市施設のあり方が望ましいのか、

それらを含めて全体的な中で検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  さっき市長のほうから野球場

も将来考えたいというふうなことでありました。今回、

この防災公園をつくるに当たって10カ所の用地、いろ

いろ検討したという中で、やはり野球場もそうだと思

うんですけれども、このやませの霧の影響、これがヘ

リコプターのヘリポートあるいは野球等でも気になる

ところだというふうにありましたが、この霧の、市役

所から５キロ圏内とか３キロ圏内の中の10カ所を選ん

だというにしては、その独自でもいいと思うんですが、

その霧調査。微妙に私は役所からたかが３キロ、５キ

ロの地区でも、やませのその日の状況によっていいと

ころ、かなりいい率の晴れ間がある地域、それがある

ように思います。独自にしっかりとした調査をしてこ

れから、やっていないのであれば、またやっているの

であれば、どういうふうなこれまで調査実績があって

どういう結果が出ているのか、お尋ねをしたいという

ふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  やませの発生状況、それか

ら場所によっての影響、こういったものは組織立って

調査したことはございません。 

 ただ、野球場を選定する際、これは平成22年になり

ますけれども、やませが来たときにその６カ所の候補

地、こちらのほうをやませが来たたびに現地のほうを

回ってみたことはあります。その結果はそのときの皆

さんにお配りしている評価、これに記載されているも

のでございます。 

 今後におきましては、緑の基本計画、都市計画マス

タープラン、これらを策定する中で、そういったこと

も検討の一つといたしまして整理していきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  12番の地下水族科学館もぐら

んぴあについてでありますが、シアターホールに大規

模な水槽をつくるというふうなお話をいただきました。

私はかねてから海女の実演といいますか、もぐらんぴ

あで通年的にできれば大変いいのではという提案をし

たこともありますが、その可能性について協議してい

るという、さっき答弁いただいておりますけれども、

この実現性、可能性についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  もぐらんぴあのシア

タールームに大型水槽を整備したいということで、今

現在進めているところでございますが、海女の実演ま

でいくかどうかはあれですけれども、その大きさにつ

きましては人がもぐれるような大きさの水槽を考えて

おりまして進めているところでございます。実現につ

きましては運営していく過程でどういったことができ
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るか、協議をしてまいりたい。実現できれば実現させ

ていきたいなというふうに思っておりますので、その

方向で進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは、髙屋敷英則議員の

質問に何点か関連いたしまして質問をいたします。 

 まず 初に、第２期中心市街地活性化基本計画の関

係でございますが、今回驚きといいますか、私が思っ

たのは、将来構想として中心市街地と川崎町を結ぶ東

西交通の整備を視野に入れた上で、当計画のイベント

広場や複合施設の配置等を検討するということでござ

います。 

 実はこの駅前と川崎町を平面交差で結ぶ計画という

のは、平成12年３月の久慈タウンマネジメント、あの

ころＴＭＯとかあったんですけど、あのときに明記さ

れまして、かなり議会でもいろんな議論が交わされて、

その後当局も再三ＪＲ東日本さんとお話し合いを持た

れましたが、とうとう断念して今日に至っているわけ

でありますが、もちろん可能性があれば私たちも市街

地に住んでいる人間としては大いに賛成するところで

ありますが。 

 そこで、今現在、この川崎町と駅前を結ぶ道路、ど

のようなイメージを持たれているのか。例えば私は県

道久慈停車場線というのですか、街なか水族館前の道

路とそれから川崎町の市道久慈駅東口線をぱっとこれ

を直線で結ぶ道路ができれば理想だと思うんですけれ

ども、なかなか、きょうも朝見てきましたから、ちょ

うどあそこが地下歩道になっていまして、上がプラッ

トホーム、それから歩道橋というんですか、階段があ

って、連絡橋ですか、あるところなんですけれども、

そういうことを考えまして、どういうふうにつくられ

るんだろうなと、私なりに想像しているんですけど、

今、現時点でどのようなイメージといいますか、構想

を持っていらっしゃるのか、お尋ねいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまのご質問についてで

ありますけれども、現在のＪＲの久慈駅舎と三陸鉄道

の駅舎の配置が、三陸鉄道は南に走っておりますけれ

ども、それが北側に来ている。ＪＲの駅舎が八戸線が

南側に来ているという状況の中で、当然線路が両方ダ

ブッている。理屈上は三陸鉄道の駅舎が南に配置され

て八戸線のＪＲの駅舎が北側にいけば、間をあけるこ

とは理論上は可能だろうというふうに思っております。 

 イメージはそうなんですけど、ここは単に駅前と川

崎町のにぎわいをどう取り戻すかだけではなくて、現

在の踏切がああいう状況の中で大渋滞をしております

し、本町側からのアンダーのあそこの市道は雨が降る

と通行止めになるということで、非常に市民の皆様が

ここ数十年にわたって毎回本当に苦労されているとい

う話があります。緊急車両もそこを迂回して市街地に

入ってくるということで、そういった点を考えれば、

確かにこれについては関係の団体、会社と交渉してい

かなければいけません。 

 財源問題もあるんですが、やはりこれは過去におい

て無理だったからあきらめるということになりますと、

そういったもろもろの課題が解決されないまま今後も

久慈市が生きていかなくちゃならないということもあ

りますので、これは非常に大きな課題で難問だと思っ

ておりますけれども、それについて市民の皆様のご理

解いただいて、一緒になってＪＲ、三鉄だけじゃなく

て県、国を含めたそういったところに対してやはりこ

れは継続的に要請活動を行っていかなければ、久慈市

の将来はこのままの状況の中で市民が我慢をしていく

という状況が変わらないというふうに思っております。

イメージは 初申し上げましたとおりでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  ありがとうございました。力

強いご答弁ありがとうございました。 

 いずれ私も昨年ＪＲが、久慈駅が新しくリニューア

ルしたばかりだったものですから、果たしてそれがあ

るのかなと思って、その点がちょっと疑問でした。長

期的展望で立てばそういう計画も可能ではないかと思

いますし、あとはもちろん国、県の支援がなければ到

底できないことですから、ひとつそこら辺は力強い、

何というんですか、ご支援の声を集められて頑張って

いただければとそのように思っています。 

 それから、この中心市街地活性化の基本計画の見直

しのもう一つは、先ほども髙屋敷議員が 初言われま

したけれども、やませ土風館との連携で中心市街地の

回遊性を向上させるという基本概念や18億円の事業費

は変更しないが、見直し対象としてイベント広場や複

合施設の場所や事業形態を見直したいというふうな報

道があったわけでありますが、実はこのイベント広場
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をつくると、複合施設をつくるということで、昨年私

12月の議会で質問したんですけれども、地権者が用地

取得の対象の地権者が約20人ほどおられますという答

弁でした。 

 そこで、何人か聞いたんですけど、現在どうですか

と、こういう新聞紙上で見直しのアンケート調査をや

るよとか、見直し作業へ着手するよと聞いていて皆さ

んはどう今、考えていらっしゃいますか。中にはいや、

実は２階をリフォームしたいと思っているけど、果た

して前の計画どおりここを用地として取得していただ

くんだろうか、そこがわからないから今のところどう

しようかなと迷っているとか、いろいろそういう意見

もありますし。 

 ですから、今こそこの地権者の皆さんに丁寧な説明

というんですか、が必要であると考えるんですけど、

現時点でどのような対応をしていらっしゃるのか、お

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  駅前整備につきましては昨年

度地権者説明をしてきているということは承知してお

りますので、見直しをすることについてもあわせてご

説明をしていかなければならないと考えております。 

 現在、真に土風館をどうつないで、街なかににぎわ

いが戻る、そういう整備はどうあるべきかという検討

を進めておりますので、ある程度、その代案について

もお示しをしないと、地権者の方も単に見直しだけで

すということではお困りだろうと思っております。 

 あわせまして地権者のみではなく、商店街の方を含

めてさまざまな方から事業内容の説明がほしいという

要望をいただいております。わからない、地権者の方

は知っているかもしれないけど、影響を受けるのは幅

広いエリアの方々だと、自分たちだという声もありま

すので、説明につきましては地権者のみならず商店街

を含めてお声をいただきながら説明をしてまいりたい

と思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  いずれにいたしましても将来

展望といいますか、そこでお店をやっている方は次に

どこに移ってお店をやろうかとそこまで考えて、やは

り一応３月に認可された基本計画に賛成してこられた

わけです。ですから、賛成した方が多かったと思うん

です。その心はやっぱりむげにはできないと思うんで

す。 

 ですから、あまり場所的にかなりずっと別のところ

にイベント広場をつくるとか、複合施設をつくるとか、

そういうふうなことになりますと、また、一から戻る

という形、話が戻るという形になりますので、そこら

辺はもし戻るなら戻るでしょうがないかもしれないで

すけど、やはり今現在の地権者の方も半年以上前から

そのような気持ちで待っていらっしゃると思うんです

けど、そこら辺はひとつ今後ある程度、これから駅前

再開発をするにおいてやっぱり大事な皆さんですから、

丁寧な対応が必要だと私は考えております。 

 それから、今回アンケート調査やるということです

けど、市の素案をもとにアンケート調査を全世帯を対

象にやるということでございますが、これはあれでし

ょうか、聞くところによりますと、今年度の補助金申

請のタイムリミットは９月中旬というんですか、９月

までに見直ししたそれなりのものをもって補助金申請

をやらなければいけないということなんでしょうけど、

果たして今からアンケート調査をやられて、そしてそ

の後それなりにやっぱり議会も通って、やはり通さな

いといけないと思うんです。その時間的なものなんで

すけど、９月の中旬といいますと、９月議会がことし

いつかちょっとわからないんですけど、昨年までです

とまだ終わっていないということなんですけど、大丈

夫でしょうか。そこら辺は時間的なものなんですけど、

お聞かせ願いたいです。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  アンケート調査を実

施するということで今現在準備を進めているところで

ございます。非常にタイトな日程にはなると思ってお

ります。 

 ただ、全世帯に対しては今月中にアンケート調査を

お配りしまして、そして７月初めの早い時期で集約し、

そしてその後に、先ほども市長のほうからもお話しま

したけれども、町内会の皆様とか、住民の皆様、それ

から議会のほうにも説明会を実施して、いろいろなご

意見をいただきながら 終案をまとめていきたいとい

うふうに考えております。 

 非常にタイトな日程ということで、皆様からもご協

力をいただく部分があるかと思いますので、よろしく

お願いしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  ありがとうございます。いず

れにいたしましても今年から５年計画ですね、この計

画は。 

 それで、ただし、ここで拙速に見直しをやって、ま

た今後変更というわけにもいかないわけですから、早

く、ことしからスタートしてもらいたいのはやまやま

ですけれども、そこら辺ももう一度慎重に考えられて

やられても間違いはないじゃないかと思うんですけど。

絶対ことし中に９月までに補助金申請をできなくても、

たとえそれが次に伸びても、確実にきちっとしたもの

をつくっていただきたいというのが、市民の本音だと

思うんですけど、そこら辺の考えはどうなんでしょう

か。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  貴重なご提言を賜りました。

現在進んでおります計画自体、非常に説明が足りない、

不足してきたというふうに認識しております。非常に

短期間の中で手続が進んできております。 

 今、小栁議員ご指摘のとおり、一旦整備いたします

と、その施設をこれからの子供たち久慈市民が数十年

にわたって使っていかなければいけないということで

ございます。地権者の皆様にはご説明してご了解いた

だいたということあるかと思うんですが、それのみで

はなく、久慈市の財政負担、これも市民がしょってま

いりますので、そういう意味では、事業メニューがあ

るから乗るということではなく、整備する以上はしっ

かりした本当の整備をして、本当に効果があった、と

いうものを手がけるべきだろうというふうに思ってお

ります。 

 さきの選挙におきましても、これも争点にさせてい

ただきました。整備する以上はそのときをどうするか

ではなくて、それを30年、40年、50年先まで使ってい

かなければいけない。やっぱりそうであれば十分吟味

をして、ご意見もいただきながら、修正のご意見、出

てきたときはそれもしっかり吟味する。本来であれば

そういう時間が必要だと思っているんですが、現在、

内閣府の事業の認可も受けておりますので、そういう

中では時間の制約がある。今回、見直しを次に延ばす

ということからスタートではなくて、間に合わせられ

るものであれば、それに向かって、まず 大限努力を

しようということでございます。小栁議員のご提言の

とおりだと、本来そうあるべきだと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  もう一点、これ申しわけない

ですけど、新聞報道からなんですけど、アンケートに

おきまして駅ビルの撤去に関しても回答してもらうと

いうことが明記されたんですけど、あれでしょうか、

この駅ビルの撤去に賛成か反対かとか、それとも撤去

時期についていつごろがいいかとか、そういうふうな

アンケートをされる予定なのかどうか。 

 というのは一旦アンケートを取りますと、それなり

に市民の意見として尊重しなければならないわけです。

その場合、そのアンケート結果がこうでしたから、は

い、こうしますという形をとられるのか。もうそれな

りの計画が決まった上で、この駅ビルに関するアン

ケート、どういう形のアンケートかわからないですけ

れども、アンケートされるのか。 

 私は正直、やはりあのビルを考えますと、やはり耐

震の関係もありまして、そう長くはあのままではだめ

なんじゃないかと思っております。しかし、この５年

間の計画のスパンの中で５年あるわけですから、 初

からそこをスタートするんではなくて、 後の４年目

とか５年目に手をつけられてもどうかな。というのは、

やはりあまちゃん効果で今なんだかんだ言いまして、

ここ２年ぐらいはまだ効果があると思うんです、あの

ビル自体の、観光資源としての。ですから、そこら辺

も考えて、そういう考えもひとつあるんではないかと

思いますけど。いかがなものでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまアンケートの中に

駅ビルにかかわっての質問項目があるというようなお

話でございますが、私自身そのアンケート調査の項目

については承知しておりませんので、それについては

ご理解いただきたいと思います。 

 それとあと、あまちゃん効果でまだまだ必要として

いる人等があるんじゃないかということですが、そう

いうご意見も伺っております。それらもひっくるめて

この見直しの中で検討されていくものだというふうに

考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  次に、海女センター整備計画

の関係ですけど、今回、また、不調に終わったという
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ことで随意契約でやられたと、これは不落随意契約と

いうんでしょうか。随意契約ですね。 

 それで、予定価格をオーバーしているけど、一番

低価格を出した業者と随意契約をされたんではないか

と思うんですけど。そこで予定価格より若干高い金額

の契約になったんではないかと思うんですけど、そこ

ら辺はどうなんですか。予定価格に相手方が下げてい

ただいたんですか。ちょっとお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  海女センターの請負

契約、随意契約でということでございますが、先ほど

条項を申し上げましたのですが、いわゆる167条の２

の項目を使って契約をしたわけです。その中で競走入

札に付して落札者がなかったときという条項を使わせ

ていただいておりますけれども、その時点で 低の入

札をしていただいた業者さんと、その後については随

意契約に移行いたしまして見積書を提出していただい

た。ただし、その際の予定価格については変えないで

実行したということですので、予定価格の中でおさま

るような形で契約をさせていただいたということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  ということはあれですね。特

別に別途の予算措置とかせずに、ということでござい

ますね。そういう意味では安心いたしました。ありが

とうございます。 

 それから 後に、教育長に週休５日制の関係なんで

すけれども、教育長さんのインタビュー、新聞で二つ

ぐらい見ましたけれども、基本的考え、人材育成の基

本は学力向上、それから地域のことを考えたら医者や

教員を目指す子がふえてほしいということで、非常に

期待するということであります。ところが2002年度に

実施されたこのゆとり教育で完全学校週休２日制が始

まったわけです。それ以来、国際学力調査などで学力

低下が明白になり、その後学習指導要領の改訂で今日

に至っているわけですけれども。教わる内容がふえた

けれども時間が足りないというような現状が多く見ら

れるということです。 

 そこでやはり学力向上を目指す教育長としては、今、

この時間的ゆとりがない、この現状をまた、急に週休

６日制にするというわけにもいかないでしょうから、

ひとつどのようなお考えをこのことについて持ってい

らっしゃるか、お尋ねしたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  土曜日の授業にかかわって

のことですけれども、文部科学省は土曜日の授業だけ

ではなくて、いわゆる土曜日の教育活動というふうな

形で提言しております。そういう意味では、教育課程

の中の授業だけではなくて、いわゆる補習授業だとか、

あるいは希望者の土曜学習とか、そういうことも含め

て幅広く検討できるものでございます。 

 ご存知のように、現在、週休２日制、学校５日制は

かなり定着してきておりますが、そういう状況を踏ま

えながら児童生徒の学力向上につきましては、やはり

久慈にとっても大きな課題だと思っておりますので、

どういう形が望ましいかということについては、やは

り保護者なり、ＰＴＡなり、小中学校の校長との、あ

るいは学校の先生もそうですが、ご意見をしっかり聞

かなければならないなというふうに思っているところ

でございます。 

 いずれ土曜日の子供たちの過ごし方につきましては

重要な課題として検討してまいりたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、創政会代表、下川原光昭君。 

    〔創政会代表下川原光昭君登壇〕 

○２番（下川原光昭君）  私は平成26年６月、第18回

定例会に当たり創政会を代表し、諸課題８項目11点に

ついて通告の順に従い質問いたします。今定例会は新

市長、新教育長を迎えて初めての議会になることから、

市民の皆様に希望を持てるお答えをお願いをいたしま

す。 

 第１の質問は、市長所信表明演述についてでありま

す。４点質問いたします。 

 １点目は、市長選挙にあたり、市民の声をよく聞い

て歩いたと言われておりますが、市に対して一番多か

った声は何だったのか。また、この４年間で成し遂げ

たいものについてお伺いいたします。 

 ２点目は、例年実施している市長への手紙、市政懇

談会に加え、小規模な座談会を開催するなどとありま

すが、会のイメージはどのようなものか、お伺いいた
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します。 

 ３点目は、市長所信表明演述の中に触れることのな

かった久慈湾の利活用についてどのような考え方を持

っているのか、お伺いいたします。 

 ４点目は、体験型・交流型教育旅行の振興について、

メニューの充実を進めるとともに一般旅行者まで拡大

したいとしてありますが、その具体的な方策について

お伺いいたします。 

 第２の質問は、総合防災公園整備事業についてであ

ります。 

 必要な施設を 小限の経費で整備するとある、計画

見直しを含めた今後のタイムスケジュールについてお

伺いいたします。 

 第３の質問は、庁舎車庫棟の改築についてでありま

す。 

 改築工事に当たって自立電源の確保のためにも屋上

部に太陽光パネルを設置すべきと思いますが、その考

え方についてお伺いいたします。 

 第４の質問は、再生可能エネルギーについてであり

ます。 

 太陽光、波力、風力、バイオマス、小水力と当市に

適と思われる再生可能エネルギーは何ととらえてい

るのか、お伺いいたします。 

 第５の質問は、函館市からの義援船についてであり

ます。 

 震災直後から国内はもとより国外の方から多くの支

援を受けてまいりました。中でも漁業者支援として函

館市からもらい受けた義援船228隻の現在の活用状況

についてお伺いいたします。 

 第６の質問は、第２期中心市街地活性化基本計画に

ついてであります。 

 やませ土風館と駅前拠点による中心市街地全体のに

ぎわいの創出、「あまちゃん」、三陸復興国立公園等

の契機を生かした新たなにぎわいの創出、中心市街地

地域での均衡ある未来の創出を図ることを目標に掲げ、

第２期中心市街地活性化基本計画申請を行い、今年３

月に内閣府から認定を受けておりますが、今後の取り

組みについてお伺いいたします。 

 第７の質問は、小中学校の統廃合についてでありま

す。 

 当市も平成24年度小学校１校、平成25年度は小学校

１校、中学校１校が統廃合に至りました。統廃合後の

校舎利活用を含め、統廃合の基本的な考え方について

お伺いいたします。 

 後の質問は山根地区の伝統芸能の継承についてで

あります。 

 山根小学校137年、山根中学校67年の輝かしい歴史

と伝統がありました。山根小学校は山根太鼓、山根中

学校は細野念仏剣舞、山根神楽等、地域の伝統芸能の

継承を今後統合校でも受け継いでいくべきと思ってお

りますが、その考え方についてお伺いいたします。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、昼食のため休憩い

たします。再開は午後１時といたします。 

    午前11時53分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。 

 遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  創政会代表、下川原光昭議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、市政に対して一番多かった市民の声につい

てでありますが、少子化、高齢化が進む中、経済面を

含む生活への不安や、市政に声が届かないことへの不

安でありました。これは、これまで市からの情報発信

や市民への説明が十分ではなかったためであろうと感

じております。 

 今後は、透明性の高い情報発信を行い、市民にしっ

かり説明を行うとともに、市民の皆様の声を幅広く聞

く機会を設けながら、市民のための施策を推進してま

いります。 

 また、この４年で成し遂げたいことについてであり

ますが、市民の皆様にもっと市政に関心をお持ちいた

だき、市政により積極的に参加いただく、市民のため

の市政をつくってまいりたいと考えております。 

 公約では、市民の皆様にお約束いたしました「笑顔

あふれるまちづくり」、これは市役所だけで成し遂げ

られるものではありません。市民の皆様、市内の事業

者の皆様の声を広くお聞きしながら、これからの久慈

をつくる環境整備を進め、次代を担う子供たちが、住

んでいてよかった、ふるさと久慈に住んでいたいと思
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える、魅力あふれるまちづくりを推進してまいりたい

と考えております。 

 次に、市政懇談会に加えて開催しようとしておりま

す座談会についてでありますが、例年、市内全域を対

象に市政懇談会を開催し、市民の皆様からさまざまな

ご提言などをいただき、市政に反映させてきていると

ころでありますが、私はこの市政懇談会だけではなく、

誰もが気軽に参加できる、そして普段から感じている

身近なご意見ご提言など、自由に意見交換できる場も

必要と考えております。 

 具体的な内容といたしましては、市内で活動する町

内会やボランティア団体のほか、隣近所の方々、ある

いは保護者などの任意のグループも対象として、参加

者の皆様が設定するテーマを中心に語り合う、ふれあ

いトーク的な車座形式で行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 また、発言しやすい環境とするため、１回当たりの

参加人数を少人数とするほか、幅広い層から参加して

いただくため、各種団体等に対しましても若者や女性

の参加についてもご協力をいただきながら、実施して

まいりたいと考えております。 

 次に、久慈湾の利活用についてでありますが、ご承

知のとおり、久慈港では直轄事業によります湾口防波

堤の整備が進められており、その進捗に伴い創出され

ます静穏域につきましては、漁業や観光、エネルギー

産業など、多様な分野への活用が期待されているもの

であります。 

 現在、県及び久慈市漁協などとの連携によりまして、

貝類養殖について検討しておりますほか、今後は洋上

風力発電など、エネルギー分野への活用についても視

野に入れて検討してまいります。 

 次に、体験型・交流型教育旅行の振興についてであ

りますが、当市は、平成24年度から今年度まで、環境

省の復興エコツーリズム推進モデル事業のモデル地域

となっており、本事業を活用したガイド研修会の開催

などによりまして、体験メニューの充実に取り組んで

いるところであります。 

 また、あわせまして、復興庁の新しい東北先導モデ

ル事業の一環といたしまして、一般旅行者の民泊体験

予約システムであります「とまりーな」の活用に取り

組んでおり、一般旅行者の農山漁村の一般家庭への民

泊を推進してきているところであります。 

 今後におきましても、ジオパークやみちのく潮風ト

レイルなど、新たな観光資源を活用した体験型観光を

推進するとともに、どぶろくの活用など、大人を対象

とした民泊施設の拡大などの受け入れ態勢の充実強化

にも努めてまいります。 

 次に、総合防災公園整備事業についてでありますが、

一時的な避難場所と支援部隊の駐留場所の早期確保が

重要と捉えていることから、第１期工事として復興枠

を活用し、避難道路の整備と一時的な避難地としての

機能を復興枠の事業期間であります平成27年度までに

整備してまいります。 

 また、計画の見直しにつきましては、さきの清風会

代表、髙屋敷議員にお答えいたしましたとおり、都市

計画マスタープランや緑の基本計画を平成28年度まで

に策定し、その中で久慈市全体のまちづくりや防災機

能を備えた都市公園の整備方針など、久慈市の都市施

設のあり方について検討を行い、その後において都市

計画決定などに係る手続を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 次に、庁舎車庫棟の改築についてお答えをいたしま

す。 

 今年度改築する車庫棟屋上部に太陽光パネルを設置

すべきとのご提言でありますが、この建物につきまし

ては、災害時には避難場所としての活用も見込んでい

るところであり、停電時においても電源確保ができる

よう、太陽光パネル設置を想定した設計としていると

ころでございます。 

 太陽光パネル整備につきましては、来年度、岩手県

公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金によ

りまして、20キロワット程度の整備を行うこととして

おり、今後、県との具体的な協議を進めてまいります。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 当市に 適と思われる再生可能エネルギーについて

でありますが、日照、風況に恵まれた当市といたしま

しては、身近なところでは住宅用太陽光発電システム

が、また大規模なところでは太陽光や洋上風力発電、

木質バイオマスが適していると考えております。 

 次に、函館市からの義援船についてお答えをいたし

ます。 

 函館市等からご協力をいただきました義援船の活用

状況についてでありますが、支援をいただきました
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228隻のうち、久慈市漁業協同組合管内で、ウニ漁や

アワビ漁など、磯根漁業などの用途で漁船登録した漁

船が82隻、近隣の漁業協同組合へ無償提供した漁船が

14隻、合わせて96隻が活用されていると、久慈市漁業

協同組合から伺っております。 

 後に、第２期中心市街地活性化基本計画について

でありますが、今後の取り組み方につきましては、基

本計画に掲載した各事業を実施することで、中心市街

地の活性化を図ってまいりたいと考えておりますが、

整備いたします駅前拠点施設につきましては、さきの

清風会代表、髙屋敷議員にお答えいたしましたとおり、

より効果があらわれる施設を整備してまいりたいと考

えていることから、見直しをしているものであります。 

 この見直しに当たりましては、幅広く市民の皆様の

ご意見を集約し、日常的に人が集う施設を整備してま

いりたいと考えております。 

 以上で、創政会代表、下川原光昭議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  創政会代表、下川原光昭議

員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、小中学校の統廃合についてお答えをいたし

ます。 

 学校の統廃合は、平成20年５月に策定した学校再編

のための基本方針に基づいて行っておりますが、この

方針の基本的な考え方は、児童生徒にとって望ましい

学習環境を創造するものとし、複式学級の解消が図ら

れる学校規模とすること。通学手段と通学の安全確保

に十分に配慮し、保護者、地域住民の理解と協力が得

られる内容であること。学校が果たしてきた地域コミ

ュニティ機能が喪失されることのないよう十分に配慮

したものとすることとしております。 

 なお、統廃合後の校舎の利活用につきましては、地

元住民の要望を伺いながら、地域振興が図られるよう

十分に協議の上、対応してまいります。 

 次に、山根地域の伝統芸能の継承についてお答えを

いたします。 

 地域で受け継がれてきた歴史や文化を次世代に引き

継いでいくことは、大変重要なことと考えております。 

 旧山根小中学校では、小学生は山根神楽を、中学生

は細野念仏剣舞を、地元の保存会の方々にご指導いた

だきながら、その伝承活動に取り組み、運動会や文化

祭の行事等で発表してきたところであります。 

 今年度、山根公民館では、伝統芸能継承活動事業と

して、細野念仏剣舞保存会の方を講師に、児童生徒及

び一般の方々を対象とした剣舞教室を開催する予定と

しております。その活動を受け、山根中学校の統合校、

長内中学校では、全校生徒から希望者を募り、細野念

仏剣舞に取り組む予定であり、各種発表の場で披露し

ていくこととしております。 

 また、山根小学校の統合校、小久慈小学校では、現

在のところ計画は立てておりませんが、今後、伝統芸

能活動の奨励について協議してまいりたいと考えてお

ります。 

 教育委員会としては、今後も統合校や地域と連携し

ながら、地域に培われてきた歴史や文化を守り伝え、

地域に誇りと愛着を持った児童生徒の育成に努めてま

いります。 

 以上で、創政会代表、下川原光昭議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  それでは、何点か再質問を

させていただきます。 

 まず１番目に、①の市民の声、そして市長としてこ

の４年間で成し遂げたいという質問をしたわけですけ

ども、市民の声が一番多かったというのは家庭の不安

ということは、多分いろいろな仕事の面とか、あと傷

病の面とかということになるかと思うんですが、ここ

で私が聞きたいのは、それはそれで市長が就任する前

からの４年間の中で聞いた部分だと思いますけども、

多くの皆さんの声を聞いたということを市政の中で私

は生かすべきだと思っております。 

 その中で、どういうのがあって、一番市政に生かす

べき声だったのかなというのをまず聞きたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  市民の皆様の声をどう生かす

かということですけども、経済面を含めて、体の面も

含めてですけども、子供たちが近くにいないとか、収

入も少ないので、これからどうなっていくんだろうな

ということですので、そういった方々のために何がで

きるかと、いわゆるソフト面を含めて、優しい市政を
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つくっていかなければならないと思っております。 

 市の財政は限られた中ですけども、そういったもの

でハード整備中心ではなくて、ハード整備も含めてで

すけども、よりソフト面、お一人お一人に目配りので

きる、そういう市政をつくってまいりたいと思ってお

ります。 

 具体的に、あとは生活環境の悪化もありまして、目

の前の道路が舗装もされていない、側溝がない、雨が

降ると水がたまる、穴ぼこだらけだと、そういうとこ

ろで40年50年ずっと生活して、市は何もやってくれな

いんだと、そういうふうな諦めもありましたので、い

や、そうじゃないですよと、しっかりそういうのもお

聞きしながらやっていきますので、市民のための優し

い市政を実施してまいりたいと強く思っているところ

でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  傷病とか家庭の経済的な部

分については、市からはどういう支援ができるのかと

いうことについては、多分この４年間の中で、また市

長選を戦う中でその思い、どういう手法があって、ど

ういう支援ができるのかなというのも思い描いている

と思いますので、その方策について、支援の方法につ

いてお尋ねをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  国の制度が絡む問題が非常に

多うございます。医療制度の問題、介護の問題、国に

おきましては、例えば介護につきましても、介護保険

から一部切り離して市町村で対応するようにというふ

うなのがございます。 

 医療につきましては、国民健康保険、非常に財政が

悪化しているのが全国の市町村の現状なんですが、こ

れについても市町村が独自に一般財源からの赤字補痾

をしながらやっていると、なかなか難しい状況です。 

 久慈市におきましては、子供たちがどんどん外に出

ていく流れがとまらない、お年寄りが残って医療費が

かかる、介護が必要な方がふえてきているということ

で、市独自の取り組み、非常に選択肢が厳しくなって

いると思っておりますが、全てを国のせいにしても始

まりませんので、久慈市としてどこまでどう補痾でき

るか、これが大きな課題だと思っております。 

 若い方々が久慈市に残るためには、安定した雇用を

つくらなければなりません。それがないと、高齢化し

た両親だけが困った困ったというふうに言いながら暮

らしている状況、非常に多うございますので、そのた

めにも総合力で、若い方も希望を持って暮らせる久慈

をいかにつくるかと思っております。 

 そういう意味で、私だけができることは限りがあり

ますので、議員の皆様、市民の皆様、考えるだけでは

なくて一緒に動くと、そういう体制をつくっていかな

ければならないと思っております。 

 医療費につきましては、医療が必要になって経費が

かさむからどうしようと、その前にいかに健康で暮ら

せるか、健康で暮らす期間をいかに延ばすか、予防対

策、これは介護についても同様だと思っておりますけ

ども、それについても積極的に取り組んでまいりたい

と思っております。 

 全国的には、かなり成果を上げている市町村、都道

府県がございますので、そういったものもしっかり勉

強しながら、早急に久慈市としてどうするかをやって

まいりたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  いずれ支援ということにす

ると、県、国との折衝になるかと思いますが、いずれ

にしても市の独自の予算、また独自の支援策をつくっ

ていかなければならないと思うんですが、ただ、支援

というのは所信表明の中にもいっぱい出てきますけど

も、いずれ道路とか身の回りの環境整備とかもお話を

しましたけども、いずれにしても金がかかる問題とお

聞きしましたけども、市民の満足度を高めるためには

いろいろな考えがあって、県、国との要望折衝とか等

も大事だと思うんですが、いずれにしても久慈市がこ

ういうふうなことで進んでいくんだというのを明確に

私は発信すべきだと思っております。 

 あと、４年間でなし遂げたいことについては、所信

表明の中にはありますけども、住んでいてよかったと

か、住み続けたいとかというのはわかるわけですけど

も、それをどういうふうにするとこうなってというも

のの具体的な思いをぜひお聞かせを願いたいわけであ

ります。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  今、下川原議員からご指摘い

ただきましたが、私は選挙公約の中で具体的に項目も

示しながら訴えてまいりました。さらに、仕事を始め

まして、職員とも意見交換をしております。具体性が
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ないとは思っておりません。 

 ただ、私が掲げました項目、これだけでは具体的に

動かすわけにはいきませんので、これをいかに具体化

するか、今、それを職員と議論しております。議員の

皆さんともしっかりご意見を戦わせていきたいと思っ

ております。具体性が全くないとは思っておりません。

方向性は示したと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  ここにさきの選挙戦の広報

があるわけですけども、その中で表明演述の大きな基

本柱になっているかと思うんですが、一つずつ足して

いけば、そのとおりの方策になるのかなとは思ってお

りますけども、いずれこの４年間の中でいろんな人の

話を聞いて、市長選挙を戦って、今、市長になってい

るわけで、この４年間の中で一つずつを一生懸命取り

組むというのがよくわかるんですけども、公約の中で

も多くの項目があるわけで、そうすると全項目を公約

としても引き継がなければならないということは、４

年間でもなかなか難しいという項目もあると思うんで

す。 

 その中で、優先的にこの４年間でなし遂げたいとい

うのを聞きたいんですけど。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  さきの選挙の争点とさせてい

ただきました、総合防災公園事業の見直し、駅前整備

計画の見直し、そうしたものについては現下の久慈市

の財源状況の中では見直しをして、貴重な財源、貴重

な税源を何に向けていったら、市民の皆様のためにな

るのかという視点が必要だと思っておりますので、ま

ずそこについて議員の皆様にも先日ご説明させていた

だきました。 

 まず、不要不急の事業は見直す、そこでの浮いた財

源を市民の皆様の日常の生活に振り向けていく、そう

いうところから始めてまいりたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  次に、不要不急の部分につ

いては、私は市民の全ての方が満足できなくても、あ

る地域の方の満足度を高めていくということに関しま

すと、不要不急というのは私はなかなかに使いづらい

言葉ではないのかなと思います。 

 やっぱり市民の思いは、先ほどから市長が何回も言

っているとおり、市民の声というのが全部ではないわ

けですよね。この人とこの人の話は違うんだと。思い

は久慈市に対してあるけどもということで、それはそ

れとして次にいきますけども、総合防災公園のことに

なりますけども、５月中に湊地区の方々が立ち上げま

した総合防災公園の早期完成の趣旨と、また要望に市

長のところに行ったわけですけども、それを踏まえて

の今のお気持ちを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ５月に、湊地区の有志の方々

に陳情にお越しいただきました。その際にも趣旨のお

話をお聞きしまして、私の考えもご説明いたしました。

皆様からは、福祉の村に抜ける道路は避難路としても

ぜひ欲しいというご意向が強いと確認した次第です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  そうしますと、先ほどから

も午前中も出ましたけども、防災公園の見直しの中で、

国からの18億円を使って、そこで事業をとめるという

のが見直しなのかをお尋ねをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  これにつきましては、当面、

18億という国の10割負担の話までは決まっております

けども、その先はまだ不確定ということで、18億を使

って期限内にまず作業を進める、事業を進める、その

後はその後、また国のほうの対応状況等も変わってき

たら、それを見据えながら進めてまいりたいと思って

おります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  18億で打ち切りだというこ

とになりますと、平場が１カ所と道路が大崎地区から

福祉の村の道路までつなげてということになると思い

ますが、ただしかし、私は平成15年に議員になったん

ですけども、そのときから湊地区の避難をできる場所

は限られたところで、数人しか寝泊りしかできない。

そのほかの久慈市内には避難所とするところが14カ所

あるわけですけども、この14カ所についてはもう整備

されております。 

 ただしかし、３年３カ月前の湊地区の皆さんのとこ

ろに限っては、いまだ避難場所、避難所とするところ

がまだ未整備なんです。そのことを理解して、これか

らの防災公園のあり方についてお答えをお願いをいた

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 
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○副市長（中居正剛君）  さきの全員協議会等々でも

ご説明申し上げておりますが、まずは平成27年度まで

の１期工事をやらせてほしいと、復興枠の18億円を使

ってやらせていただきたいということで、ご説明を申

し上げているものでございます。 

 それ以降の整備については、改めて必要性を緑の基

本計画と都市計画マスタープラン等の基本計画や地域

防災計画の見直しの中で、検討していきたいというふ

うにお答えしているところでございまして、その中で

議員の皆様や住民の皆様からご意見を聞きながら、事

業をどのようにしていったらいいかということで、基

本計画等の中で見直しを進めてまいりたいということ

でご説明しているところでございますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  18億が終わったら、緑の構

想とか都市計画構想とか言いましたけども、その中に

また副市長が防災計画の中でというお話がありました。

いずれ防災計画の中に、ぜひ湊地区の避難場所を私は

設置すべきだと思っているんですよ。なぜかというと、

ここに多くの職員の方々もおりますけども、３年３カ

月前の大津波の被害によって、多くの方々がその場所

で住民の方々の足となり手となって、一生懸命努力し

たのはわかっております。 

 大変な場所だったというのが湊地区、被災は湊だけ

ではありませんが、一番多かったのが湊地区。この

方々が横になって休むところがないとは言いませんが、

30人ぐらいしかできない。この状況を防災計画の中に

ぜひ盛り込んで、早期にこの方々の安心・安全を取り

入れて私はいくべきだと思いますので、この思いにつ

いてお答えをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  湊地区の皆様の避難所のあり

方、どこにどうつくっていったらいいか、これにつき

ましても広くご意見を賜りながら進めて、検討してま

いりたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  今、市長が広く意見と言わ

れましたけど、広くなくていいです。湊地区の方々の

意見をもう少し丁寧に聞いてほしいなと思います。ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

 次に、第２期中心市街地のことになりますけども、

中心市街地は今あります土風館、そして今予定される

駅前開発の中で考えていることは承知しておりますけ

ども、複合施設の見直しとか、市長がお話ししており

ますけども、土風館と同じような複合施設とお考えな

のか、お尋ねをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  土風館と機能重複するような

施設は考えておりません。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  その答えを聞いて、少し安

心したところであります。いずれ多くの皆さんの声を

４年間聞いて歩いた、そのとおりでいいかなと思って

おりますが、土風館でイベントがあると、十段通り、

本町の方々にはお客さんが来ないというのはできたと

きから言われて、私も聞いております。何とかしてほ

しいというのがありました。 

 その中で、第２期計画が発表になって、計画も見せ

ていただいておりますけども、いずれ駅前ビル、私が

小学校５年生のときにできていますので、48年になり

ます。これが県からも危険場所だということで、多分

市として指導を受けているはずであります。 

 危険な駅前デパートを再利用というのについては、

非常に経費がかかるし、できるのであれば建てかえた

ほうが経費も時間も早いなとは思いますが、いずれ私

はあそこを平場にして、街の中の回遊性、そしてにぎ

わいを取り戻す、また新たなにぎわいをつくっていく

んだということに関しますと、久慈市の 大のイベン

トであります久慈秋まつりの前夜祭はそこの駅前の広

場でやるべきだと私は思って、いろんな観点からそう

だと私は思っておりますが、その点についてのお考え

をお尋ねをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいま駅前デパートは老

朽化しているから、それを解体して平場にすべきだと

いうことだというふうにお聞きしました。そして、そ

こでもって秋まつりの前夜祭を開催すべきだというご

提言でございます。 

 今現在、広く意見を聞いて、中心市街地の活性化の

駅前拠点の整備についてはどうあればいいのかという

ことで、今、見直し作業を進め、そして全市民に対し

てアンケート調査を実施するということで考えている
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ものでございまして、それらを踏まえて、駅前デパー

トについてもどのようにすればいいのか、そこも含め

て考えていくということになろうかと思いますが、今

現在、早急に駅前デパートを今すぐ解体するという考

えには至っていないものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  午前中にも出ましたけども、

９月には補助申請となるわけですけども、今６月20日

になろうとしております。いずれいろんな方々の話、

市民の声を聞くというのは非常にいいことだと思って

おりますけども、いずれ市民がこうだから、誰かがこ

うだから、市としてこうするんだ、多くの方々の声を

聞いて、市としてこうするんだというのであると、時

間がかかりますよね、ひとつ。 

 そして、私はそこのところに少し残念なのは、やっ

ぱり市長とする思い、こういうふうに中心市街地は持

っていくんだ、だから理解をしてほしいという指導力

というのも私は必要だなと思っておりますので、いず

れ早急に間に合うように、ぜひともその中で中心市街

地の認定がなされていって、早期に着工、完成をして

いただきたいなと、このように思っておりますので、

ぜひそういう努力をお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  午前中にも市長がお答えし

ておりますが、９月が国に対しての期限だと、時間的

な制約がございます。その中で、何とかやっていきた

いという思いでございます。そして、午前中にも小栁

議員さんから、拙速にならないようにというご意見も

いただいております。それらも含めまして、どのよう

に市民の皆さんが、それから観光客の皆さんが来て、

日常的に人が集うような、そういう施設整備を進めた

いという思いから、今、見直しをしていきたいという

ことでございます。 

 そして、市長選において市長が中心市街地活性化、

駅前の施設整備等について見直しをするんだというこ

とで訴えてきたわけでございますので、従前の計画そ

のものがそのまま整備するということにはならないと

いうふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  下川原議員の質問に関連して、

何点かお尋ねをしたいと思います。 

 初に、市長所信表明演述のところの③久慈湾の利

活用についてのところでございます。 

 先ほど市長の答弁は、湾口防波堤の整備が進んでい

ると、そういうことで貝類の養殖といいますか、その

こと等が検討されているということのようです。今、

全体3,800メートルのうちの３分の１ぐらい、1,310

メートルですか、いずれケーソンが据えつけが完成を

されている状況です。特に、南側、南堤のほうはほぼ

順調に進んでいるのかなと。 

 そういうことで、先ほど市長の答弁にあった貝類と

いうのはカキかなとは思っているんですが、いずれで

きてしまってからでは遅いので、これまでも私はいず

れほぼ全体の計画の延長は3,800メートルはこれは動

かないと思うんですが、ケーソンの据えつけが進む、

静穏域はふえるだろうと、そういうことで早くどうい

うふうにすべきかを検討すべきだということで申し上

げてきました。 

 いずれ何が久慈湾静穏域を活用した養殖なりが 適

なのか、その辺を早いうちに漁協なり関係の団体等と

協議をして、いろいろ先進地等を見ながら、事例等も

参考にしながら進めるべきだと思うんですが、その点

についての考えをお尋ねをします。 

 あと、久慈港は避難港という位置づけになっている

と思います。また、湾口防ができてきますと、静穏域

がふえるということで、しけ等の際にもいろんな船が

入港、出港するのかなと、そういうふうにも思います。 

 あと、大型の港湾の利活用、これについては市長は

どのようにお考えなのかについてもお尋ねをしたいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈湾の利活用についてであ

りますけども、静穏域の活用方策につきましては、早

目早目に検討しなければならないと思っております。

現在の3,800メーター完成予定は平成40年度というふ

うにはなっておりますけども、計画は早く、でき上が

ったときには動けるようにと、そういうふうに進めて

まいらなければならないと思っております。 

 それから、湾口防そのものの利活用につきましては、

現在、荷物の取扱量については減っているという非常

に厳しい状況の中にございます。全国でも利用状況
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低クラスのところが、さらに活用の度合いが下がって

いるということでございます。 

 これにつきましては、港だけの問題ではございませ

んで、後背地の産業振興が絡んでまいりますので、こ

れについても久慈市だけではなくて、周辺の地域全体

の市町村を含めての動きをつくっていかなければなら

ないと思っておりますので、これは民間の皆様ともし

っかりご相談しながら、何とか利用状況も上げてまい

りたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  今、後段のほうのいわゆる

ポートセールス、これにつきましてもぜひとも力を入

れて取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、質問項目の５番目、函館市からの義援船につ

いてでございます。 

 先ほどの答えは、いずれ228隻のうち漁船として登

録されたのが82隻、他の漁協等へ回した分が14隻で、

96隻が活用されたと、そういうことでした。 

 今、実際困っているのは、当初はいわゆる船等がな

かなか見つけられなかったので、これの活用もあった

と思うんですが、市なり国の補助等もありまして、大

体船が漁業者の方々、必要のある方々に一回りをした

ということで、今、いわゆる野積みといいますか、ち

ょっと言い方は悪いかもしれませんが、その辺のやぶ

とかにいるとか、そういう状況になっています。 

 それで、各生産部では、せっかくこの船を届けてく

ださった函館市には申しわけはないんですが、いわゆ

る使わない、使う見通しがない船になっていると、そ

れが132隻ぐらいですか、そういうふうな状況になっ

ているので、これをどうにかならないのかなというこ

となんですが、何か手段といいますか、いずれ処理す

るにしても１隻10万とか、そういうふうな感じで、い

わゆる漁業系の廃棄物みたいな扱いになるようなので、

経費がかかるということで、当初は必要だということ

でもらったんですが、今現在困っている、そういう状

況があるようなので、その辺について何かお考えがあ

れば、いい案があればお尋ねをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  函館市からの義援船

の件でご質問いただきましたが、議員ご指摘のとおり、

現在、132隻が活用されていない。活用されていない

船につきましては保管をされている、シートとか屋根

がかけてあるというわけではなくて、いわゆる野積み

のようになっているという状態、今ご指摘のとおりで

ございます。 

 それで、久慈市の場合は被害が518隻ありまして、

それで復旧隻数で430隻ということで、83％ほどの復

旧になってございます。これで、これからの活用とい

うことをいろいろ漁協さん等からもお聞きをしている

わけですけれども、活用の見込みがないということで、

それも現状でございます。 

 それで、処分をしたらということでもございますけ

れども、これにも処分費用が相当かかるというふうな

ことでございまして、なかなかいい案を見つけられな

いでいるところでございます。 

 いずれ今後のことにつきましては、漁協関係者とも

再度協議をしてみたいというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  実は、函館市からの義援船、

あれにはシールが張ってございます。やっぱり義援船

ってあるので、函館の人とかが来ることがあって見た

ら、どういう心情、気持ちになるのかなというふうな

気もします。 

 もし、できるのであれば、いわゆる活用されない分

についてはどこかに集めてもらうとか、あちこちに、

今、部長も言いましたが、野積み状態になっている状

況なので、その辺はぜひご検討を考えていただきたい

と思うんですが、市長、いかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  桑田議員ご指摘のとおり、函

館の皆様が見たらどう思うだろうかというのは本当に

そのとおりだと思いますので、処分をすれば１隻10万

ほどかかるというお話もありましたので、なかなか簡

単には処分できないんですが、代替策といいますか、

そういったものについては今のご指摘の方向、方策を

含めて漁協と検討してまいります。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  ぜひとも、その点につきまし

ては早急によろしくお願いをしたい、そういうふうに

思います。 

 あと教育長にお尋ねをしたいと思います。小中学校

の統廃合についてでございます。 

 いずれ平成20年に教育委員会としての指針をつくっ
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てございます。そういうことで、いずれ基本は地域の

方々の理解を得ながら、統合については進めるんだと

いうことで、久慈市の場合は進めてきております。他

の近隣の町村とかを見れば、教育委員会が計画を出し

て、どんどん教育委員会主導で進めているなと、そう

いうふうに見られるところもございます。 

 久慈の場合は、先ほど答弁でもあったんですが、学

校が地域に果たしてきた役割、これが非常に大きなも

のがあるので、やはり地域の方の理解を得ながら進め

ていきたいということだったと思うんですが、いずれ

小規模、極小規模といいますか、そういう学校がどん

どん出てきています。恐らく中心部のところで、久慈

中、久慈小とか、小久慈、長内中とか、その辺ぐらい

で、あとはどんどん減る傾向にあるのかなと、そうい

うふうに思っています。 

 そういった中で、加藤教育長はこのことに対して、

いずれどういう考えを持って今後教育行政を運営して

いかれるおつもりなのか、考えなのかをお尋ねをした

いと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  それでは、学校統廃合の基

本的な考えということでお答えを申し上げます。 

 私といたしましても、今までのように、地域の住民

の方々のご意見はしっかり聞きながら進めてまいりた

いというふうに思っております。 

 ただ、桑田議員おっしゃるとおり、これからの少子

化の中で、学校はもっと少なくていいのではないかな

という声もまた聞いております。そういう声にも耳を

傾け、また生徒の教育環境でございます。私はいわゆ

る複式学級がいいのかということまでも含めて、大変

市長も再三話しておりますけども、広く市民の声を聞

きながら進めてまいりたいという基本的な考えでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  いずれ、今、教育長のお考え

もお伺いをしました。各地域、私らの地域もそうなん

ですが、いずれどんどん毎年減る傾向にあります。そ

ういうことで、例えば中学校ですと部活、これも好き

なのができない、やりたくなくてもやらなければなら

ないというふうな例もあるようでございますが、いず

れ大変な状況です。 

 また、このごろ出てきているのは、他の学校と一緒

になって大会に出るんだとか、そういうふうなことも

実態としてあるようですので、いずれ親とすれば、や

はり子供がやりたいことをやらせてあげたい、部活と

かですと。そういうのもあるようなので、いずれ連合

チームをつくるのであれば、そういうのも早いうちに、

児童数、生徒数の推移というのはわかると思うので、

前もっていろいろ協議をし、保護者の方々とも協議を

しながら、一緒にできるようなところと組む、それに

対しての支援もするんだと、そういうふうなことで対

処していただければと思うんですが、お考えをお伺い

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  桑田議員おっしゃるとおり、

特に中学校につきましては、部活動というのは学校の

教育活動に占める割合というのが非常に高いものがあ

ろうかというふうに思っております。そういう中で、

中学校に入って、規模が小さいために好きな部活動が

できないとか、あるいはほかの学校と一緒にやらなけ

ればならないとか、あるいは好きな部活動をやりたい

ために別な中学校に行きたい生徒がいるとか、そんな

話も聞いております。 

 このことにつきましては、先ほどの地域住民にとっ

ての重要な場としての学校ということとあわせて考え

ながら、やはり子供にとって、児童生徒にとってどう

いう教育環境がいいのかということが非常に大事な問

題であろうかというふうに思いますので、その点を勘

案しながら進めていきたいというふうに思っておりま

す。貴重なご意見をありがとうございました。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  下川原議員の一般質問に関連

してお伺いしたいと思います。 

 ４番の再生可能エネルギーの中で、風力発電という

のがたしか何年か前、環境アセスというか、随分大き

な調査費がついたので調査なさっていると思いますが、

その進捗状況というか、どんな状態になっているか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  奈良産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（奈良透君）  ただいま資料を持

ち合わせていないので、調べまして、ご回答したいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 
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○18番（下舘祥二君）  それでは、木質バイオマスエ

ネルギーについてでありますけども、ちなみにチップ

ボイラーというのを私は非常に注目しておりまして、

久慈市では平庭高原のお風呂がチップボイラーで沸か

されておるわけでありますけども、これ調べてみまし

たら、年間大体チップボイラーが500万ぐらいの燃料

費なようでございまして、これをもし油、灯油とか重

油でやった場合はどのぐらいになるんだといったら、

その倍ぐらいだろうと、そんなような燃料の価格の状

況のようでございます。 

 ですから、チップボイラーというのを大いにお風呂、

べっぴんの湯もお風呂がありますし、また温水プール

等にこういう熱利用というのは非常に有効な手段じゃ

ないかと、こういうふうに思うんですが、ご所見をお

伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘議員に申し上げますが、

ただいまの木質バイオマスにつきましては、明日、登

壇予定であります木ノ下議員が通告してありますので、

その範囲内で答弁のほうをお願いいたします。 

 米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  木質バイオマスに関

連してチップボイラーのご質問をいただきましたが、

今議会の補正予算のほうにも木質バイオマスの活用事

業への補助金ということでご提案申し上げておりまし

たけれども、いずれ市の面積の86％を占める森林がご

ざいます。そこの地域資源を活用して、こういったチ

ップボイラー等での熱を得るというふうなことは、地

球温暖化の防止対策にもなりますし、さまざまな効果

が期待されるところでございますので、市といたしま

しても林業振興の観点から、ぜひとも積極的に推進を

してまいりたいというふうに考えているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  奈良産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（奈良透君）  先ほどの調査につ

いてでございますけども、議員からおっしゃられたの

はアセスという話でしたけども、環境省の委託事業で

やっているものでございます。風力発電の実現可能性

調査についてでありますけども、環境省の委託を受け

ましたＮＰＯ法人が、平成23年度から24年度にかけま

して、市内３カ所での風況観測や対象地域での基礎調

査を行ったところであります。 

 その結果ですけども、現状程度の買い取り価格の維

持及び導入コストの削減等があれば、一定の事業性が

見込まれるということで報告がなされているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表城内仲悦君登壇〕 

○17番（城内仲悦君）  日本共産党久慈市議団を代表

し、一般質問を行います。 

 さきの市長選挙の結果、現職に対して3,024票の大

差で遠藤譲一新市長が誕生しました。このことは、前

市長の山内市政の情報を開示しない密室独善市政に審

判を下したのであります。遠藤市長におかれましては、

公約に従い、議会と市民を信頼し、情報をしっかりと

開示し、胸襟を開き、議論を重ね、市政を進めていた

だきたいのであります。 

 さて、昨年の６月議会から今日まで、総合防災公園

建設問題は久慈市政の 重要課題として、議会内外で

議論されてきました。５月26日の議員全員協議会での

中居副市長の場所の変更ができないという答弁はうそ

でしたの表明は激震が走りました。 

 アジア航測株式会社の調査結果についても、２年前

の調査では大崎地区が一番悪い、今回の結果は大崎地

区が一番よいということは、これは久慈市が場所の変

更ができないという方針から導き出された結果ではな

いのか、疑問がどんどん湧いてくるのは私だけでしょ

うか。 

 それでは、通告の順に従い質問します。 

 質問の第１は、総合防災公園建設問題についてであ

ります。次の３点について質問します。 

 第１点は、建設場所について、変更できない、ある

いは緊急避難場所との併設が条件という国の方針、こ

の言明は事実であったのか、明らかにしていただきた

い。 

 第２点は、アジア航測株式会社の結果では、南田地

区と大崎地区が 終選考され、比較検討されました。

前小上建設部長答弁では、大崎地区48億円、南田地区

40億円という答弁があったと記憶していますが、概算

事業費の比較を示していただきたい。 

 第３点は、昨年の６月定例会における補正予算に対
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する附帯決議は、その意義と重要性が輝いていること

であります。 

 附帯決議は、防災公園整備地については、安全性や

将来性、また整備費の節減に十分留意し、吟味、検討

することとなっています。遠藤市長、この附帯決議は

ダイヤモンド以上に輝いていると思いませんか。 

 そこで、質問でありますが、議会の附帯決議を踏ま

え、勇気を持って、長内町南田地区に防災公園の建設

場所を変更すべきであると考えますが、遠藤市長の答

弁を求めるものであります。 

 質問の第２は、ふるさと納税制度の拡充策について

であります。 

 平成20年１月１日から始まりましたこの制度も、初

年度の適用者が３万3,149件であったのが、５年目の

平成25年度では100万6,446件と3.2倍に、金額にして

約1.8倍、130億円を超えています。各自治体の取り組

みも多彩になっています。 

 ネットで見ますと、お隣の二戸市ふるさと納税特典

もすばらしい内容となっています。久慈市としても、

地域特産を選択できるようにすることによって、地域

経済にプラスの循環を生み出すことになるものと考え

ます。拡充の考えについて問うものであります。 

 質問の第３は、国民健康保険の財政再建についてで

あります。 

 高すぎる国保税は、被保険者の生活を圧迫し続けて

います。少しでも軽減を図るために、次の２点につい

て実現を図る必要があるのではないかと考えます。 

 第１点は、国庫負担の割合をもとの45％に復元する

よう求め、実現させること。第２点は、岩手県に独自

の補助制度の創設を求め、実現させることであります。

以上、この２点についての考えを問うものであります。 

 質問の第４は、遠藤市長の所信表明演述にかかわっ

てお尋ねします。 

 第１点は、久慈市の太陽光、波力、風力、バイオマ

ス発電等の発電目標と達成年度についてお示しいただ

きたい。 

 第２点は、今年度中に学童保育事業について、久慈

市として条例をつくらなければならないことになって

いますが、提案の時期、事業関係者への説明等につい

て、その取り組み方について示していただきたい。 

 第３点は、久慈市の総面積の86％が山であることか

ら、その有効活用についてであります。 

 岡山県の真庭市は、木質バイオマス発電の先進地で

あります。地域で必要なエネルギーは地域にある原料

を使用してつくり出す。この取り組みの中で、マネー

資本主義の対局を志す里山資本主義という造語もとも

に開発したとのことであります。 

 そこで、先進地である真庭市の関係者と積極的に交

流を図り、宝の山の有効活用をし、木質バイオマス発

電を導入することによって、新しく雇用も生み出すこ

とができ、地域経済の発展につながるものと考えます。

市長の考えを問うものであります。 

 第５の質問は、政府の規制改革会議が提出した農業

改革に関する提言についてであります。 

 提言は、農業協同組合や農業委員会制度の解体的な

改革、営利企業の農地所有の解禁など、家族経営とそ

の組織を基本として進めてきたこれまでの農業政策の

あり方を根本から覆すものとなっていると考えますが、

所見を問うものであります。 

 質問の第６は、建設行政についてであります。 

 第１点は、新築町・田高地区の雨水被害の解消につ

いてであります。 

 一つ目は、この地域の雨水排水路の整備計画につい

て示していただきたい。二つ目は、長内川へのゲート

ポンプ排水設備の設置についての計画を示していただ

きたい。 

 第２点は、市道沢里川通り線の改良についてであり

ます。 

 この地域の市道認定は、元市長、久慈義昭市長時代

に、回転場を設置することによって、行きどまりの道

路も市道に認定することが可能になり、 初に認定さ

れた市道であります。しかしながら、遅々として改良

が進まず、今日に至っております。 

 この付近の生活者は、長年、浸透ますを使用しての

生活であります。その浸透ますも限界に達していると

伺っております。一日も早く合併浄化槽を設置したい

と、排水路の整備の実現を求めています。 

 そこで、お尋ねいたします。一つ目は、排水路設置

のための用地買収が平成25年度内に完了せず、１件未

解決だと伺っていますが、完了の目途をどこに置いて

いるのか、お聞かせください。 

 二つ目は、排水路の整備が喫緊の地域課題であると

認識していますが、実施計画を示していただきたいの

であります。 
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 第３点は、市道認定についてであります。 

 一つ目は、位置指定道路、これは住宅を建てるとき

必要な道路ですが、平成25年度末で市内に394カ所あ

ると伺っています。日々、多くの方々がこの道路を使

用して生活をしています。市道認定が進まない状況で

ありますが、なりにくい要因は何か、示していただき

たい。 

 二つ目は、久慈市の市道認定基準と建築基準法施行

令第144条の４の基準、これは位置指定道路のことで

すが、その基準は合致しているのか。もし、合致して

いないとすれば、第144条の４の条項に従って、違い

を示していただきたい。 

 ３点目は、市道認定相談専門窓口の設置の問題であ

ります。 

 この問題は以前にも取り上げ、土木課の管理グルー

プの人員が足りない、増員すべきであると進言してき

ました。現在の体制では、市道認定業務に十分に手が

届かない状況があります。住環境の改善を図るために

も、市道認定相談専門窓口の設置を図る必要があると

考えますが、お考えをお聞かせください。 

 ４点目は、梅ケ丘団地ののり面崩壊についてであり

ます。 

 梅ケ丘団地ののり面崩壊した場所一帯が土砂災害特

別警戒区域、通称レッドゾーンに指定されるとのこと

であります。のり面の崩壊場所が個人的に対応し切れ

ないまま放置されていますが、安全を確保するために

も、市として有効な手だてがないのか、打開策を示し

ていただきたい。 

 質問の第７は、教育行政についてであります。加藤

教育長に３点についてお尋ねをいたします。 

 第１点は、教育委員会制度を変えるために、安倍政

権は地方教育行政法改正案を今国会に提出をいたして

おります。教育委員会は、国や首長から独立した行政

組織である点に 大の特徴があります。政府の法案は、

その独立性をなくし、国と首長の支配下に置こうとい

うものであります。教育長のこの改正案に対する認識

を問うものであります。 

 第２点は、準要保護援助費目についてであります。 

 援助費目の充実は必要ではないかと考えます。県内

の状況を見ますと、クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ

会費を費目に加えている自治体は、33自治体中21から

23自治体に広がっています。久慈市としても援助費目

に加えるべきと思いますが、お考えをお聞かせいただ

きたい。 

 第３点は、市内小中学校におけるいじめ問題の有無

について、教育長の認識を問うものであります。 

 以上で、登壇しての質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  日本共産党久慈市議団代表、

城内仲悦議員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、総合防災公園についてお答えをいたします。 

 建設場所の適地選定に当たりましては、東日本大震

災で被災した湊町や夏井町大崎地区の方々が避難しや

すい隣接地であること、防災拠点として八戸久慈自動

車道や国道281号及び395号などの主要な道路へのアク

セス性がいいこと、県立久慈病院、元気の泉及び福祉

の村、保健・医療・福祉施設との連携がとりやすいこ

となどを勘案し、久慈市において場所を決めたもので

あり、変更する考えはなかったと聞いております。 

 次に、南田地区との概算事業費の比較でございます

が、担当課において積算した概算事業費は、旭町・大

崎地区の約48億円に対し南田地区が約40億円でござい

ます。 

 また、当公園は、平成25年１月から国や県と協議を

重ね、平成26年２月12日には都市計画決定、平成26年

３月25日には事業認可を受けており、平成26年３月28

日には平成25年度社会資本整備総合交付金の交付決定

と平成26年度予算の内定を受けているところでござい

ます。 

 場所を変更する場合、ゼロベースからの協議となり、

新たな場所の基本計画の策定、都市計画決定の変更、

事業認可申請などの手続を行わなければなりません。

社会資本整備総合交付金の平成27年度予算要望や交付

申請には時間的に間に合わないこと、並びに夏井町地

区と市街地を結ぶ園路や避難場所の整備等の必要性を

総合的に勘案した場合、この場所に整備することが妥

当であると考えております。 

 次に、ふるさと納税についてでありますが、これま

では、礼状、広報及び観光パンフレットを差し上げて

きているところであります。 

 今後の新たな取り組みといたしまして、ふるさと納

税制度により寄附金として応援をいただいた方々に対

しまして、当市の特産品などを贈呈する特典を創設し
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てまいりたいと考えており、今議会の補正予算案に予

算計上させていただいているところでございます。 

 このほか、ふるさと納税推進につきましては、久慈

市出身者や、「あまちゃん」を通じて久慈市を知って

くださった全国の方々などへのＰＲをより積極的に実

施してまいりたいと考えております。 

 次に、国民健康保険の財政再建についてお答えをい

たします。 

 市町村国保におきましては、他の医療保険と比較し

て、被保険者における高齢者や低所得者の割合が高い

などの構造的な問題を抱えており、財政基盤は極めて

脆弱であり、当市におきましても、一般会計からの法

定外繰り入れや翌年度予算の繰り上げ充用措置を講ず

るなど、非常に厳しい財政運営を余儀なくされている

ところでございます。 

 このことから、市町村国保の構造的な問題を解決し、

財政基盤の充実強化を図るため、国庫負担割合の引き

上げなど、国の責任と負担において実効性のある財政

支援措置を講ずるよう、全国市長会等を通じ、継続し

て国に対して強く要望してきているところであります。 

 また、県に対しましても、市町村国保に対する県独

自の財政支援について、機会を捉えて要望してまいり

ます。 

 次に、太陽光、波力、風力、バイオマス発電等の発

電目標と達成年度についてでありますが、年間総発電

量や電力自給率などの数値目標につきましては、電力

会社への系統連携可能量など、非常に不確実な要素が

多いことから、定めていないところであります。 

 しかしながら、当市は、太陽光、風力、波力、バイ

オマスなど、多様なエネルギーのポテンシャルを有し

ておりますことから、現在進めております取り組みに

つきまして、一つ一つ課題を克服しながら、前に進め

てまいりたいと考えております。 

 次に、学童保育事業の条例化についてでありますが、

平成27年４月から開始予定の子ども・子育て支援新制

度に向けて、市町村は放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を条例で定める必要があり、条

例の策定に当たっては省令で定める基準を踏まえて策

定するものとされております。 

 今後、設備及び運営に関する基準案の策定を進め、

事業関係者等に対し基準案の説明などを行いながら意

見等をお聞きし、年内に条例を提案したいと考えてい

るところであります。 

 次に、木質バイオマスによる森林資源の有効活用に

向けた取り組みについてでありますが、豊富な森林資

源を有している本市におきまして、先進地との交流を

深めながら森林資源の有効活用に取り組むことは、強

い林業の振興の観点から大変重要であると認識をいた

しているところであります。 

 また、地元企業が主体的に地域に根差した木質バイ

オマス事業に取り組むことは、他地域に誇れるリーデ

ィングケースとなり得るものと、大いに期待をしてい

るところであります。 

 このことから、市といたしましては、関係機関、団

体等との連携を図りながら、地域主導型の木質バイオ

マス活用の取り組みに対しまして、積極的な支援を行

ってまいりたいと考えております。 

 次に、政府の規制改革会議が提出した農業改革に関

する提言についてお答えいたします。 

 このたびの政府の規制改革会議による提言は、農業

委員会等の見直し、農業生産法人の見直し、農業協同

組合の組織の見直しについて提出されたと承知してお

ります。 

 農業改革に係る所見についてでありますが、これま

で農業委員会等の関係機関、団体が担ってきた農地等

の利用調整をはじめ、地域農業農村の振興や生活基盤

を支える機能は、今後の農業施策の円滑な実施を図っ

ていく上で、重要な役割を果たすものと考えておりま

す。 

 しかしながら、今日の農業農村を取り巻く諸情勢を

見たとき、農村地域の経済発展や農業再生への取り組

みが急務となっているのも事実であります。 

 こうしたことから、見直しに当たりましては、地域

の実情などにも配慮し、生産現場に混乱を来すことな

く、農業者、農業団体、地域住民など、関係者の意見

を広く聞き、慎重に議論を尽くした上で、活力ある地

域の農業農村振興や食料供給等を通した国民生活に十

分な機能を果たすことができるよう、慎重に対応すべ

きものと考えております。 

 後に、建設行政についてお答えをいたします。 

 新築町・田高地区の雨水排水路整備計画とポンプ排

水設備の設置計画についてでありますが、平成21年度

から平成26年度まで、災害時の対応拠点となります公

共施設が集積する川崎町地区につきまして、雨水排水
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路及び雨水排水ポンプ場の整備を進めてきたところで

あります。 

 今年度は、浸水被害戸数も多く、緊急性が高いと認

識しております川貫地区において、雨水排水ポンプ場

の整備を進めてまいりたいと考えております。 

 ほかの地区につきましても、下水道雨水排水計画に

基づき、財政状況を勘案しながらも、できるだけ早期

に整備してまいりたいと考えております。 

 次に、市道沢里川通り線ほかの排水の流末整備の用

地買収状況についてでありますが、昨年度、関係地権

者６名中５名の買収が完了いたしまして、残りお一方

についても事業への理解をいただき、用地買収にも了

解をいただいていることから、早期に用地の買収事務

を進めてまいります。 

 排水路の整備につきましては、放流先として計画し

ております久慈高等学校北側の寺里川接続部から、順

次整備を進めてまいります。 

 次に、位置指定道路の市道認定についてであります

が、位置指定道路は、建築基準法第42条及び建築基準

法施行令第144条の規定によりまして、土地を建築物

の敷地として利用するため、特定行政庁からその位置

の指定を受けたものであります。 

 市道につきましては、一般交通の円滑な通行の確保

を図るため、道路法の規定に準拠した市が定めて道路

認定基準要綱により、おおむね10戸以上の集落と市道

等を連絡する道路であることなどの認定要件や、幅員

４メートル以上などの道路構造、敷地要件などの認定

基準を定めておりますことから、この基準に適合する

ことが必要条件となっているところであります。 

 次に、市道認定基準と建築基準法施行令第144条の

４の基準の合致についてでありますが、おおむね合致

しておりますが、建築基準法第144条の４第１項第１

号の規定による袋路状道路における回転場などの設置

基準に違いがあるものと認識いたしております。 

 次に、市道認定相談専門員の配置についてでありま

すが、市道認定事務につきましては、現在、各地区等

から要望を受け、土木課において現地調査や認定基準

との照合、申請者に対する助言や指導を行っていると

ころであります。 

 今後におきましても、現在の体制により、道路認定

基準要綱にのっとって、市道認定促進に努めてまいり

ます。 

 また、市道認定基準を満たさない路線につきまして

は、その整備手法などを研究してまいります。 

 次に、梅ケ丘団地のり面の崩落についてであります

が、当該のり面は平成23年の台風15号により民地の盛

り土のり面が崩落したものであります。これまでも復

旧策について検討してまいりましたが、有効な手だて

がなく、本年３月には県北広域振興局土木部により、

土砂災害警戒区域等の指定に係る意向確認説明会が開

催されたところであります。 

 その席で、住民の皆様からは県に対して対策工事の

要望があったところでありますが、県の回答は、崩落

したのり面は人工斜面であり、当該道路とも個人が所

有する財産であることから、公費での整備はできない

とのことでありました。 

 市といたしましても、制度上、直接的な対応は困難

でありますが、これまで同様、要請に応じた技術的提

言、見回りや点検を実施するなど、住民の皆様の安全

確保に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦議員

に対する私からの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  日本共産党久慈市議団代表、

城内仲悦議員の教育行政についてのご質問にお答えを

いたします。 

 初に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の改正法案に対する認識についてでありますが、地方

教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制

の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に対

する国の関与の見直しを図るという趣旨での法改正で

あると認識しております。 

 なお、改正法は先日６月13日に成立いたしましたが、

経過措置や運用のあり方など、詳細はわかりかねるた

め、制度の具体的な内容につきましては今後も情報収

集に努め、よりよい教育行政の推進が図られるよう、

新制度の運用のあり方を検討してまいります。 

 次に、準要保護援助費目についてでありますが、当

市においては、就学援助事業実施要綱により、就学援

助を行っているところであります。現在、クラブ活動

費、生徒会費及びＰＴＡ会費は支給費目となっていな

いところでありますが、他市町村の動向等を見ながら、
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検討してまいりたいと考えております。 

 次に、市内小中学校のいじめ問題の有無についてで

ありますが、平成26年５月に文部科学省が実施した児

童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査

より、平成25年度久慈市立各小中学校でのいじめの認

知件数は、小学校44件、中学校６件の合計50件である

と認識しております。 

 さらに、そのうち43件は平成25年度中にいじめは解

消しており、残り７件については、いじめ行為の解消

は図られておりますが、いじめられた子供に対する心

のケア等が続いている状況と把握しております。 

 いじめにつきましては、児童生徒の生命や人権に係

る生徒指導上の喫緊の課題であり、絶対に許されるも

のではないと捉えており、未然防止、早期発見、早期

解決が重要と考えております。 

 教育委員会といたしましては、学校との連携を強化

しながら、子供たちが明るく安心して過ごせる学校づ

くりを目指してまいります。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦議員

に対する私からの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、暫時休憩いたしま

す。再開は午後２時45分といたします。 

    午後２時28分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後２時45分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。 

 日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦君の再質問、

関連質問を許します。17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  市長、防災公園の変更ができ

ないというのはうそであったというのが明確になりま

した。少なくとも、今度の市長選挙であなたが当選し

なければ、この問題は闇に葬られてずっといくんです

よ。あなたが公約して当選したわけだから、きっちり

見直しをすべきじゃないですか、場所も含めて。 

 先ほど来から18億円は仕方がないからやるというよ

うな答弁をしていますが、それでは市民との公約に反

するんじゃないですか。場所について見直していただ

けませんか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの変更はできない

というのはうそだったということで、先ほども登壇し

まして、副市長の答弁に驚愕したという発言があった

わけですが、全員協議会で私が申しましたのは、国で

はあの場所でなければならないということは一切申し

ておりませんということでございます。 

 それから、場所の変更にかかわってのお話でござい

ますが、社会資本総合整備計画の変更、これは交付要

綱上は可能であると認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  国では言っていないというこ

とで、しかし前山内市長をはじめ、答弁は全て国でそ

う言っていると、だから変えられないんだということ

をずっと言ってきたじゃないですか。そのことが、今

回、国ではそう言っていないということが明らかにな

ったわけです。 

 少なくとも、議会と市民に対して、うそにうそを重

ねてきたということについての、これは遠藤市長には

責任はないけれども、しかし依然として中には幹部の

中にそれにかかわった人がまだいらっしゃるわけです

よ。その方たちがそれぞれの場所に居座ったままいて、

このまま進めていくということについては、私はやっ

ぱり市民の立場からすれば、あるいは私の議員の立場

からすれば、絶対許されないと。 

 今、中居副市長は、要綱上は変更できるという答弁

をいたしました。ぜひ、これは南田、２年前のアジア

航測株式会社の調査では、南田が一番いいんだと、こ

れは野球場を含めてです。しかし、当時は防災を含め

た運動公園をつくろうという、議場全体が議会を含め

て合意ができてあったんです。それが今回のアジア航

測株式会社の調査では、一番悪いと言った大崎地区が

一番いいとなった。 

 まさに、いただいた資料を見ましたけども、久慈市

が大崎地区に決めた上で、アジア航測と何回もすり合

わせて、そういう結論を導き出したということが資料

の中にもそういうことが書いてあるじゃないですか。

まさに市民を欺いてきた、議会を欺いてきたことにな

るわけですから、そういった意味では、遠藤市長は勇

気を持って見直しをすべきだと、見直しのためのステ

ップに入るべきだというふうに思うんですが、再度お

聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 
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○市長（遠藤譲一君）  ただいまの城内仲悦議員のご

指摘でございます。 

 建設場所については、変更は可能であったというこ

とでございますけども、久慈市としては大崎地区を選

んで、手続を進めてきているのも事実であります。国

と県と協議を重ね、都市計画決定も手続は完了してお

ります。事実であります。国は事業認可もしておりま

す。 

 こういった状況も踏まえて、なお地域の住民の皆様

の声も聞いてまいりました。主に町内会長さんでござ

いますけども、あとは立成地区の７戸の皆様のご意向

も聞いてまいりました。総合的に勘案して、福祉の村

への道路、いわゆる園路です、これについてはあの場

所に整備を進めてまいりたい、そういう判断をしたも

のでございます。 

 場所の変更は可能であった時期はあるわけですけど

も、その後の手続が法にのっとって進んでいるのも事

実ということでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  だから、事の始まりはうそか

ら始まったわけですよ。法の手続は確かに協議にあり

ますから、決められたとおりいきますよ、それはレー

ルがありますから。しかし、 初のときに、間違って

いるわけです。そこをやっぱり市長が選挙があって、

前山内市長が私たちにうそをついてきた、うそだった

ということがはっきりした段階で、新市長の遠藤市長

が、そういう都市計画決定になっていますけど、しか

し決まったとはいえ、事情がありますから変更したい

という申し出をすべきじゃないですか。 

 国だって、聞く耳だってありますよ。しかも、いみ

じくもあなたの先ほどの答弁にあったように地滑り地

帯だし、やませもあるし、さまざまな費用がかかるん

だと、しかも 小で 高の成果を上げたいというよう

な答弁をしている中で、決まったから仕方がないとい

う答弁は、私はあなたの言葉から出る言葉じゃないと

私は思うんですが、これはぜひ当初、２年前の場所が

１位だった南田地区に場所を変更して、私はそのため

の合意を図るための協議を議会と直ちにやるべきじゃ

ないですか。 

 実は、私は先ほど附帯決議、私は６月議会で上げた

ときに、どの程度の力があるかなと思ったけども、し

かしここに及んで、うそで始まった事業がばれた段階

で、議会が入って吟味、検討せという附帯決議を上げ

ているわけです。そうしたら、やっぱり当局とすれば、

附帯決議を尊重して、私は原点に戻るべきだというふ

うに思うんですが、原点に戻る勇気はありませんか、

市長。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  説明が事実と違ったというこ

とは事実だというふうに認識しておりますが、それに

よって全ての手続を白紙に戻さなければいけないかど

うかというのは、そこは判断の入る余地があると思っ

ております。総合的なここの現時点での状況からいき

ますと、今回の選択をした点について、ご理解を賜り

たいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  私は、その点では理解しがた

いというか、理解できませんが、そこで18億円につい

て、１期分やるんだというようなことで答弁がずっと

きたんですが、第１期工事を見ますと、立成地区も入

っていて、それからもう一つ、多目的グラウンドが一

つあって、道路をつくるんだという形で新聞記事にも

ありましたし、資料にもありましたよね。 

 そうしますと、18億の分で立成地区は除くと。当局

もご存じのとおり、あそこには林道が通っているんで

すよね、ご存じですか。あの林道を使っていくと、福

祉の村につなげる道路になっちゃうんですよね。だか

ら、私は、答弁しているとおり、つなげる道路をつく

りたいという話をしていると。 

 そうしたら、立成地区も今度は入らないと、多目的

グラウンドについても、私はあえて平場をつくる必要

はないというふうに思うんですが、市長、地元の人達

が必要であれば、林道を拡幅して生かして、それ通じ

た形での福祉の村につなげるという、とにかく金のか

からない方向で私は変更すべきじゃないかというふう

に思うんですが、示された第１期工事の中身というの

は、設計変更なり計画変更をするというふうに現時点

で考えているんですか、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  まず、道路、園路でござい

ますが、林道を拡幅してはどうかということでござい

ますが、現在の林道、大変急勾配でございます。場所

的に、通っている、これを拡幅だけで改良していきま

すと、確かに金額的には安いですけれども、冬場の通
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行、こういったものに大変危険が伴います。できるだ

け緩い勾配、こういったもので道路基準に沿った形で

の整備が必要ということで、将来的にもこの園路は夏

井地区と市街地を結ぶ重要な路線になると認識してお

ります。 

 また、防災の面からも、非常に重要な路線になると

いうことで認識しております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  そうしますと、今言った立成

地区は除くと言いましたよね。平場については、する

と第１期工事だと２カ所というふうになっているんで

すが、この２カ所も変更になるというふうに理解して

いいんですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  先ほども副市長のほうから

もお話がありましたけれども、昨年６月の附帯決議、

こちらのほうを尊重いたしまして、できるだけ経費を

かけないような形で、 小限のということで、これか

ら場所、今現在は２カ所程度ということですけれども、

どういった形になるのかというのは、これから測量、

それからボーリング調査、それから設計、これらをし

ていきながら、さまざま検討してまいりたいと思いま

すので、場所が２カ所になるか、また何カ所になるか

というのは、今後、詰めていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  その件の情報開示はどうして

いくんですか。もう決まったから、議会には開示しな

いし、そういう機会つくらないし、協議の場もないし

と。あなた方がこれから見直していく上で、それは当

局のほうだけでやっていこうとするのか、きちんと議

会にそういう説明する場を設けていくのかどうか。 

 これは、ぜひ見直すにしても、議会の議員の意見な

り聞く場所は、ぜひこれはつくるべきだと。こういう

問題がいろいろあるのに、事務当局だけで、あるいは

アジア航測コンサルタントと話し合っただけでは、私

は納得いかないし、詰めた、あるいは話し合ってきた

内容について、こういう条件になっているけどどうだ

というふうな形の機会を私は設けないと、私はだめだ

と思うんですが、市長、そういう考えは持っています

か。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ５月の全員協議会の説明も、

そういう趣旨でこちらのほうから資料をしっかり提供

した上でさせていただきました。今後の見直しにつき

ましても、議員の皆様に内容をご説明し、ご意見も賜

りながら事業を進めてまいりますので、ご理解くださ

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  その点はしっかりとよろしく

お願いしたいと思います。 

 いずれ抜本的な、先ほど答弁の中で野球場を含めて

総合的な運動公園は別に考えるというふうな答弁があ

りましたが、いずれ久慈市にふさわしい場所があるわ

けですので、それはきちんと今後においてしっかりと

協議をしていただきたいというふうに思うので、それ

は意見として申し上げておきたいと思います。 

 次に、ふるさと納税については、特産品、特典をつ

くるということで、その辺は頑張ってほしいし、隣の

二戸市ではすばらしいのをつくっていますよ、ネット

で見ましたが。いずれ参考にしながら、久慈市にもい

っぱい特産があるわけですから、それも意見として申

し上げておきたいと思います。 

 そこで、先ほど真庭市の関係で、木質バイオマス発

電の関係ではいろいろ支援していくという答弁もいた

だきました。今議会において、バイオマス活用の熱利

用の事業を展開していくんだということがありました。 

 実は、真庭市では、十数年前から出力１時間で

2,000キロワットの樹皮、木片、かんなくず、年間４

万トン使って発電をしております。これは民間会社が

製材所を兼ねた製品をつくっている会社ですが、ここ

で全部賄っていると。 

 実は、バイオマス発電で年間１億円浮くんだという

こと、それから売り上げで5,000万で、年間１億5,000

万プラスになると、しかも発電に４万トンの木くずが

必要だと。それを産業廃棄物で処理すると、２億

4,000万かかるんだそうですよ。そうすると、この会

社は年間４億、発電することによって浮いていると、

得をしているということでした。 

 しかも、木質ペレットもつくっていると、１キロ20

円強で売っているんだそうです。これがどこで使われ

ているかというと、当然各家庭の暖房ですし、それか

ら農業者がハウスの暖房に使うそうです。ところが、
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重油を使うと、軽油を使うと、原油の値上がりで高騰

すると。そうすると、農産物の価格に転嫁できないか

ら農家は大変だということで、ペレットのボイラーを

使ってハウス栽培をやっているという状況であります。 

 ぜひ、こういった状況の中で、真庭市ではバイオマ

ス政策課という課を立ち上げているんです。これは本

当にそこでやっていることは、一つは公共施設にペレ

ットボイラーを導入をして、小学校、役所、温水プー

ルとさっき話がありましたけど、使っていると。 

 それから、これはぜひ見に行きたいと思っているん

ですが、2011年には、美作ヒノキという産地なんです

けど、役所の庁舎を美作ヒノキをフルに使って庁舎を

つくったと。庁舎の冷暖房も木質バイオマス発電を使

っていると。実は、私も初めてわかったんですが、冷

房もできるんだそうですね、装置があって。暖房と冷

房ができると。 

 ペレット用のボイラーストーブの補助金がありまし

て、個人用住宅ではストーブは 高13万円の補助金、

それから農業ボイラーでは 高50万円の補助金を出し

て、普及を強めているということでありました。 

 いわゆるマネー資本主義に対抗した形で、里山資本

主義という言葉が生まれているんですが、まさに地元

にある山の木を使って発電をすると、石油じゃなくて、

中東から持ってくる石油じゃなくて、地元の86％は山

なんですから、その中のものを計画的に使っていくこ

とによって、発電所をつくっていくと。 

 これはいっぱいつくる必要はないと思うんですね。

今言ったように、年間４万トン使って１時間2,000キ

ロワット、これは一般家庭でいうと2,000戸分だそう

です。これをこの会社が全部使っているということで、

実は議会でも研修に行こうと思っていたら、日程がす

っかり組まれて行けませんでしたけども、いずれこれ

はぜひ当局としても参考にしていただきたいが、お聞

かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  バイオマスの先進都

市の事例を紹介いただきました。私もバイオマスの先

進都市等については、いろいろインターネット等で調

べてみました。岡山県真庭市は、バイオマス産業都市

として選定をされております。そのほかに、北海道で

は興部町、それから釧路市、宮城県では南三陸町、そ

れから静岡県は浜松市、三重県は津市、それから島根

県では奥出雲町というふうに、バイオマス産業都市と

して選定をされて、さまざまな取り組みを行われてい

るということでございますので、ぜひとも議員提言の

ように、こういう先進都市の取り組み等を学びながら、

本市におきましても86％が森林でございますので、有

効活用を図れるように勉強していきたいというふうに

思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  次に、農業改革に関する点に

ついてです。 

 農業委員会制度をなくせとか、現場からの声が全く

届いていないのに、勝手にやっていると。産業競争力

会議の民間議員、規制改革会議の委員のメンバーを当

局ではご存じでしょうか。知っているか、知っていな

いかだけをしゃべってください、知っていますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  おおよそのメンバーは承知し

ております。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  おおよそではだめですね。

ローソンの会長とか、まさに大企業のメンバーだけで

す。それから、例の竹中平蔵さんとか、まさに新自由

主義の たる人たちがいると。その中で、勝手に現場

を見ないままやってきているということで、実は私は

危惧を感じていますが、いずれこの点については今後

ともしっかりと現場から改革せということを申し上げ

ておきたいというふうに思います。 

 次に、市道沢里川通り線の排水路の関係です。市長

からは、寺里川の接点から順番につくっていきたいと

いう答弁がありました。 

 ぜひ、これはさっき言ったように、浸透ますがもう

きかなくて大変だということがあるので、 低でもそ

こまで一気にいくような予算措置をしていただいて、

20年30年前からお願いしているのに、今日、これから

長年かかっても困りますので、これは市長は先ほどか

ら生活環境の改善を図りたいというふうに申しており

ますが、元市長の久慈義昭さん時代からの案件なんで

す、これ。 

 なかなか市として予算をつけなかった経緯があるん

ですが、ぜひ今回、ちんたらつけないで、きちっと必

要な箇所まで排水施設が行くような形の予算措置をし
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ていただくことを強く求めたいんですが、いかがです

か。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  この箇所については、私も現

場を何回かお訪ねいたしましたので、状況は承知して

おります。非常に劣悪だなと。周辺にもかなりの戸数

の住宅が建っておるんですけども、排水路もないとい

う状況であります。 

 市内、同じような箇所がこれはかなりございますの

で、だからこれは後回しということじゃなくて、本当

にそこの数多くの問題の場所をどういうふうに整備し

ていくかというのを今建設部のほうに検討を命じてい

るところです。財源の問題もありますけども、議員お

話しのように、ゆっくりやっていては、全部つながら

ないと解決しないケースですので、これについても前

向きに取り組んでまいります。 

○議長（八重櫻友夫君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  よろしくお願いしたいと思い

ます。その点は強く期待を申し上げたいと思います。 

 あと、位置指定道路の394カ所について、ぜひ市道

認定基準と、それから建築基準法の位置指定道路の施

行令144条の４の関係、先ほど回転場云々とありまし

たが、これは建設業者が、宅建業者がいろんな業者が

宅地開発をして、道路をつくるわけですよ。その際に、

市の窓口のルートも行くし、それから直接市道認定に

係る部分は通らないけど、しっかり横の連携をして、

これをきちんとつなげることによって、市道認定にな

りやすい、なるような仕組みをつくっていかないと、

394カ所もあって、劣悪な生活環境の中に暮らしをし

ているわけですから、答弁の中で何とか改善していき

たいという答弁がありましたから、ひとつそういう仕

組みをつくるだけでも改善が進むと思いますので、こ

れについてもお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、梅ケ丘団地ですが、実は昭和43年ですよ

ね、開発行為という法律が始まったのは昭和43年です。

梅ケ丘は、その以前に開発した場所なんです。県も民

間が手をつけたから、公の金を出せないという県の土

木課から言われてきました。しかし、県は、国が進め

ている移転費用に上乗せをして、平成18年から県が独

自にトータルで1,000万ぐらいを出しているんです、

移転費用です。 

 それぐらい出すということをしているわけですので、

のり面の保護とか、そこにお金を出せないことはない

だろうということで、ぜひ県にも土木にも言ってきま

したが、これは市と連携して、レッドゾーンに指定さ

れるわけですから、しかも移転費用の場合は全戸が行

かないと出ないというんですね。あそこにいたら、全

戸に出ないわけですよ。 

 しかも、40年以上がたっているので、基本的には安

定している住宅地です。しかし、台風15号で崩れたの

は、ちょっと個人的に手を加えたりした中で、まさに

公が入らない民間開発地の住宅地をそのまま放置して

きたところにも問題が私はあると思っているんです。

これは以前も市に対しても申し上げてきました。公が

きちんと入って点検してくれということを、何か見回

り程度はするけど、金を出さないから口を出さないと

いう条件がついてきているんです。 

 この点は、知恵を出して、移転費用まで出している

んだから、移転しなくて生活できて、何とか公の金が

出せるような仕組みをぜひ考えていただきたんですが、

お聞かせ願いたいと思います。 

 それから、時間もないので、教育長、先ほど答弁い

ただきましたが、一つは準要の援助、費目の拡大です

よね。私、先ほど県内の様子を申し上げました。33自

治体中21か23になっているんですよね。ぜひ、これは

他の市町村云々は通じない状況になっていますので、

一定の予算もかかりますが、ぜひ何とか子供たちが安

定して通うような状況をつくり出すために、これはぜ

ひ予算化を図っていただきたいんですが、お聞かせ願

いたいと思います。 

 もう一つは、いじめについてはあるんだと、前回の

答弁ではないというふうな答弁があったんですが、教

育委員会としてあるということを認識していらっしゃ

るということですから、ぜひこれはいじめというのは

小さいうちからきちんと対応しないと、様子見をして

いると自殺者が出たりしますので、ぜひこれは全体で、

全員がわかっていて、対応できるような仕組みを委員

会も学校もとれるような状況をつくっていただきなが

ら、人権の問題ですので、本当に真剣にかかわってい

ただきたいと思いますので、これは要請をしておきま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  梅ケ丘団地ののり面崩壊の関

係でございます。 
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 先ほどの私の答弁は、現在の制度上では、見回りや

点検はこれを行ってまいりますというような答弁をし

たんですが、現実に現場を見ると、本当に一部崩れて

いるという状況でございます。 

 今の制度上、金銭的な補償は移転する場合のみなの

で、これについては市単独ではなかなか厳しい状況が

ある、財源的に厳しいところがあるんですが、県に対

してもこれからも協議をしながら、先ほどの認定道路

と同じような状況で、実際に住んでいる方にとっては

大問題、移転も簡単にできない、現場は危なくなって

いるということでございますので、これについてもし

っかりと対応策について協議してまいります。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  それでは、城内議員のご質

問にお答えしますが、先ほどの準要保護援助費につい

てでございますけども、市で言いますと、現在、クラ

ブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を支給していないの

が14都市中、盛岡、釜石、遠野、久慈の４市でござい

ます。 

 なお、きょうの新聞には、盛岡市も前向きに検討す

るというのが載っておりましたので、先ほど他市町村

の動向を見ながらというのはそういうことも含めての

話でございますので、ご理解をお願いしたいというふ

うに思います。 

 それから、いじめにつきましては、先ほど25年度の

数字をお話し申し上げましたが、26年度についてはま

とめておりませんけども、いじめの相談については各

学校からある状況でございます。そういう場合、久慈

市教育委員会としては、教育事務所、県の教育委員会

とも相談したり連携したりしながら、学校と一緒にな

って解決に向けて取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  城内議員、１分という表示

があるんですが、簡潔にお願いします。 

○17番（城内仲悦君）  先ほどちょっと答弁がなかっ

たんですけど、市道認定の基準と位置指定道路との関

係を申し上げましたが、建築基準法の位置指定道路も

窓口は市の土木課、建築課ですよね、たしか窓口は。

この問題は市を通るわけですよね。連携をして、点検

をして、市道認定がすぐできるような形の状況をつく

るように、事務的に改善を図っていただきたんですが、

その点だけお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市の都市計画、こちらのほ

う家を建てる場合、通ります。そして、建築主事のほ

うに、現地を測量して、それを伝達いたします。それ

に関して、 後は建築主事のほうで許可を出すわけで

すけれども、この点については今後いろいろ研究して

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  何点か関連質問をいたしま

す。 

 まず 初に、防災公園の問題について、事実関係に

ついて改めて確認をさせてください。 

 けさ、いただいた全協にかかわる資料ナンバー４、

旭町大崎地区と南田地区の比較で、概算事業費が大崎

が48億、南田地区が39億5,800万、こういう試算が出

ているわけですが、これはボーリング調査した後の試

算ですか、それとも以前の調査結果ですか、まずお聞

かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  これは、ボーリング調査す

る前でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  ボーリング調査する前。 

 次に、立成地区を除きたいということですね。それ

は範囲は全体ですか、それとも住居地域だけになるの

か。それと、住居地域の前に水田がありますよね。そ

れを含めるのか、含めないのか、範囲についてお聞か

せください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今現在、考えておりますの

は住居地域、そして前の田んぼはできれば多目的広場

ということで考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  それでは次に、先ほど来出

ていますが、場所選定の問題の根拠です。きょうの資

料にももらってありますが、建設場所が第１次避難場

所が前提というのはどこにも書いていない。きょうの

資料でも、いわゆる津波による被害が想定される市街

地のアクセス性が確保される場所に立地するに限ると

いうことをうたってありますけども、緊急避難場所が
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条件というのはどこにも書いていないということはそ

のとおりですか、いかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  これは、整備局等に確認し

たところですけれども、そのとおりでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  そうすると、いわゆる建設

場所の旭町、立成地区を選定した、そもそもの根拠は、

これは前市長時代でしょ。昨年の６月議会からことし

の３月議会まで一貫して言ってきたのは、場所の変更

はできない。緊急避難場所は必須の条件、これを繰り

返し言ってきたんですよ。しかも、今の答弁で明らか

なように、この理由がまるっきり国は言っていないこ

とをあたかも国が言っているように言ってきた、虚偽

の説明、答弁を繰り返してきた。世間で言えば、これ

をうそというんですね。 

 しかも、先ほど紹介していただいたように、南田地

区の場合は40億弱、旭町の場合は48億、うそにうそを

塗り固めて、高い買い物を久慈市にさせた前市長等の

責任は極めて大きいと。まさに私は万死に値すると思

うんですよ。議会と市民に対してうそを言ってきた、

そしてこういう高い買い物をさせて、今日の大変な後

始末ですよ、いわばさせているということ。 

 さらに言えば、前市長の任期満了間際にこういう重

大なことをばたばたと決めてしまうというのは、政治

家の政治的にも道義的にも許されないと私は思うんで

すが、遠藤市長、何かコメントがあったら、いかがで

すか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  同感であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  その上で、私は市長に聞き

たい。防災公園で非常に事務的に言えば、今はこうい

う事態まで進んできていますよ。もし、建設場所の変

更が可能だという判断ができるとすれば、どの時点で

あれば変更が可能であったかということをお答えでき

ますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  場所の変更でございます。

これは、物理的に技術的に、まず国への申請、これが

まず変更で出した場合ということですと、平成25年の

８月の初め、このあたりまででしたら変更が可能であ

ったのかと捉えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  それでは、角度を変えて、

遠藤市長は防災公園について、必要 小限のものは対

応したいという答弁をしていますね。必要 小限の概

念、これまでの答弁から推察すると、避難路、避難場

所、この二つを言っているのかと思うんですが、市長

の必要 小限の概念について教えていただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  小野寺議員ご指摘のとおり、

必要 小限に考えておりますのは、避難路と 低限の

避難場所というふうにご理解ください。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  くどくて恐縮ですが、避難

場所というのは緊急避難場所、いわゆる第１次避難場

所ということでよろしいですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  そのとおりでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  それから、また資料に戻っ

て、場所の変更はできない、建設場所は緊急避難場所

と併設でなければできない云々、これは前市長らは国

がそう言っているということで、全部そう言ってきた

んですね。ところが、きょうの資料を見ますと、どち

らも久慈市の判断でやってきたということでこの資料

はありますね。この資料のとおりで間違いないですか、

担当部長。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今、言ったことは③の避難

場所、それから避難場所と併設でなければできないと

いうところだと思いますが、この資料のとおりでござ

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  私は、午前中の遠藤市長の

この問題での答弁を聞いて、認識を同じくしたんです

よ、実は。防災公園については見直しをする、その理

由は何かと問われて、財政負担、整備箇所、本当に必

要な施設なのかどうか、建設場所についてはやませ、

地滑りだという問題認識ですよね。午前中の答弁を聞

いて、私は全く自分も同じ思いだと思って聞きました。 

 しかし、これの今担当部長が言った久慈市の判断だ
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と、地滑りでやませで、それが 適だと、妥当だとい

う結論との私は乖離を、隔たりを感じるんですよ。私

の疑問わかりますか。いかがですか、市長。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまのことに対しまし

てご答弁申し上げます。 

 資料の１での②の回答欄で回答しております、その

中段でございます。また、当公園は都市計画決定、事

業認可等々書いておりますが、こういうふうに事務が

進んできておりまして、予算の内定まで受けておりま

す。 

 こういう中で、現時点で場所を変更するということ

になりますと、ここに書いてあるとおり、ゼロベース

からの協議が必要になってくるんだということで、何

とか今の現在地で18億の復興枠を活用して、先ほど市

長が申し述べたような部分を整備したいということで、

お願いを申し上げているものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  国県との関係で言えば、こ

れまで詰めてきて、お願いをして、予算もつけてもら

ったという点での関係はあろうかと思います、事務方

とすれば。しかし、防災公園そのものは、国と県の関

係よりも対市民との関係で、市民にとってどこにどう

あればいいのかという観点、視点が大事だと思うんで

すよ。 

 そこで、私は要請をしたい。現時点での場所変更の

問題、これは縮めて言えば、社総交の交付金、あれは

震災復興特別交付金、これの繰り延べをしていますよ

ね、25年度を26年度に。これは基本的には、２年の繰

り越しというのはなかなか難しいという事情はありま

すよね。そういうことから、なかなかに身動きができ

ないという状況はあるかと思います。 

 しかし、災害復興の問題で言えば、例えば南のほう

では住宅地や市街地形成でもかさ上げをして、それか

らまちづくりをするというところも多々ありますよね。

そういうところでは、結局、25年度の交付金でも26年

度に消化できないで、さらに繰り越しせざるを得ない

という状況もあるわけですよね。 

 そういう点から言えば、久慈市の防災公園について

も、交付金それぞれについても、再繰り越しといいま

すか、繰り延べも国に要請すれば可能ではないかとい

うふうに思うんです。そこで、そういう方途を探求し

てもらって、やはりどこの場所がいいのか、どういう

のがいいのか、そういう検討をすることも必要ではな

いかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  大崎地区の立地場所はご存じ

だと思いますので、現状では国道395号がございまし

て、前回の３年前の大震災の際にもそこまで津波が道

路に押し寄せたということがございます。実際に、あ

そこの付近に住んでいらっしゃる方にすると、そうい

った場合に逃げ道がないというふうな声もお聞きして

おりますので、そういう面で福祉の村に抜ける園路、

避難道路、これについては整備をする必要というのは

あるだろうというふうに思っております。ここの整備

場所そのものは変更可能だったじゃないかという、そ

のとおりなんですが、それは先ほど建設部長が話しま

したとおり、昨年度のその時期までであれば変更可能

だったと。 

 ただ、それについて、前久慈市政の体制ではあの場

所に決定したと、そういう政策判断がなされたのも事

実でありますので、そういった事情もろもろ勘案して

の今回の判断ということはご理解いただきたいと思う

んですが。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  防災公園については、やは

り国への対応も含めて、ぜひ再検討をお願いしたいと

思います。 

 ふるさと納税について、充実を図るということで、

大変結構だと思います。25年度実績で見ると66件、

440何万というふうに出ているようですけども、私ら

は予算要望でも、納めていただいたものの６割程度は

還元して、多く納税していただいて、久慈をよく知っ

てもらう、きずなを深めてもらうということを提起を

してきておりますが、充実の特産品で贈呈すると、そ

の制度といいますか、内容について教えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  ふるさと納税のため

に、いろいろな部分でＰＲ等をしたいと思っています。

例えば、ふるさと納税のＰＲ動画を作成したり、それ

からせっかく「あまちゃん」で昨年全国区になりまし

た。そういう部分で、「あまちゃん」を活用したパン

フを作成したり、あるいはそれから今までは久慈ふる
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さと会とか、そういう部分で出向いてまでＰＲはして

いませんでしたが、積極的にＰＲの場を設けたり、あ

らゆる機会を通じてＰＲしたいと思いますし、また市

民一人ひとりがやはり市の広報マンであるという意識

を持って推進したいと思っていました。 

 また、ふるさと納税をすることで、久慈市にとって

もありがたいことなんですが、特産品を送ることによ

って、久慈市をふるさとに思っていただく、そういう

方が全国にいろいろあらわれていただければ、また幸

いだろうと考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  後に、国保税の問題につ

いて教えてください。 

 調べてみましたら、昭和58年までですか、国の負担

割合は医療費の45％、これが84年に老人保健制度がで

きてから、給付費の50％に制度改悪されて、国の負担

がそれ以降がくんと減ってきているんですね。調べて

みたら、昭和59年までは、久慈市の国保会計の総額に

占める国庫負担の割合60％前後で推移していますね。 

 ところが、平成24年度決算で見ると34.86％。制度

変更があるから、県の負担、県の支出金ですか、含め

ても47.8％ですよ。十数％も総体として落ちているん

ですよ。ですから、お年寄りがふえて困るなんて、お

年寄りいじめされるけども、問題の本質は国の負担が

大幅に減ったことなんですよ。 

 ちなみに、例えばこれが60％と48％にしても、12％

以上開きがありますね。例えば、10％、これが改善さ

れたら、どれくらいの国の負担金がふえますか。それ

１回じゃなくても、単年度でなくても、例えば４年か

５年かかって復元してもらうということでも、国保事

業にとってはかなりの朗報になろうかと思うんですが、

その内容について若干教えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  今、小野寺議員さん

のほうからお話があったとおり、昭和59年度までは医

療費の45％、それが退職者医療制度ができたというこ

とで、いわゆる療養給付費の50％ということで、定率

の国庫負担率が変わっております。 

 したがいまして、決算に占める構成比についても若

干変動はありますが、ただ昭和59年あたりとかなり制

度が違ってきていますので、一概に構成比どうのこう

のでの比較はできないだろうというふうに思っていま

す。 

 要するに、当時、制度がなかった部分についても、

現在、制度があって、いろいろ国から金が入ってきた

りしている部分がありますので、それらの構成比もあ

るわけですので、そういったところで一概にすぐには

比較できないということはまずご理解をいただきたい

と思います。 

 それで、国庫負担の引き上げにつきましては、先ほ

ど市長からもご答弁申し上げたとおりでございますが、

全国市長会等を通じまして、国のほうには強く要請し

ているところでございます。 

 さらに、６月４日の全国市長会におきましても、こ

れは全国市長会では初めてということで、社会保障関

連で国保問題に特化した決議は今回初めてだというこ

とで、持続可能な国民健康保険制度の確立に関する決

議というのを６月４日、全国市長会のほうで決議して

おります。 

 これは、そういった国の負担と責任において、将来

にわたって持続可能な国保制度の確立を図っていただ

きたいというふうなものでございます。そういったよ

うなところで、いろいろ市長会などを通じながら、い

ずれ国の責任で、国保の財政基盤を強化するようには

いろいろ要望しているところでございますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後３時39分   散会   
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