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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。新政会代表、木ノ下祐治君。 

    〔新政会代表木ノ下祐治君登壇〕 

○６番（木ノ下祐治君）  私は、新政会を代表し、一

般質問をさせていただきます。前日の登壇者と重複す

る項目がありますが、割愛することなく、通告に従い

順次質問をいたします。 

 防災公園整備事業について。市長所信表明演述にお

いて、防災公園整備事業見直し策として、本当に必要

な施設を 小限の経費で整備すると言っておりますが、

具体的内容についてお伺いいたします。 

 次に、水門の遠隔操作化について。東日本大震災で

発生したような大津波から被害を 小限に抑えるため、

市内にある既存の防潮堤や河川堤防のかさ上げが進捗

中であるが、同時に施工される水門や陸閘の遠隔操作

化にかかわり、運用方法についてお伺いいたします。 

 次に、市政の広聴広報活動について。広聴広報活動

は、議員も市民の声を聞く方策の一つとして、昨年度

より議会報告会を通じ広聴広報活動を強化しておりま

すが、市長も所信表明演述の中で、小規模な座談会を

開催し、市民の声を市政に生かすとしていますが、座

談会の具体的な方策についてお伺いいたします。 

 次に、震災アーカイブ事業について。東日本大震災

当時の記憶や記録を劣化しにくい保存方法としてデジ
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タル処理を行い、管理する震災アーカイブは、大変意

義のある事業と考えるが、国費で賄われるシステム機

構構築後の具体的なラニングコストについてお伺いい

たします。 

 次に、再生可能エネルギーについて。市内の３地区

で風力発電実現可能調査を実施しておりましたが、過

日、設置されておりました観測タワーが撤去されたよ

うですが、その 終調査結果と事業実現性について、

お伺いいたします。 

 次に、少子高齢化対策について。当市における20代

から30代の女性人口の推移をお伺いいたします。 

 次に、限界集落について。少子高齢化が進むことに

より集落の持続が厳しくなると思われますが、久慈市

の限界集落の状況についてお伺いいたします。 

 次に、子育て支援のあり方について。子供は産みた

いが、今後の生活に不安があるから産めない状況があ

ると言われていますが、子供を育てやすい環境づくり

についてお伺いいたします。 

 次に、農林産業振興について。後継者問題の現状と

対策についてお伺いいたします。 

 林業振興について。木質バイオマス事業について。

久慈バイオマスエネルギー株式会社が実施する木質バ

イオマスを活用したエネルギー供給施設の整備に要す

る経費に対し６分の１を支援するとしている木質バイ

オマス活用推進事業の補助金のあり方についてお伺い

いたします。 

 次に、岩手県森林整備加速化・林業再生基金事業に

ついて。この事業は、流通部会メニューの流通経費支

援で、平成23年度から平成25年度で終わりのはずです

が、平成26年度も１組織だけが、なぜか継続している

という実態があり、流通経費支援の仕組みについて、

どのように捉えているか、お伺いいたします。 

 次に、漁業集落排水事業について。市道北野本波線

と市道白前４号線区域における漁業集落排水施設整備

事業の進捗状況についてお伺いいたします。 

 次に、産業振興について。第２期中心市街地活性化

基本計画について。第２期中心市街地活性化基本計画

見直しの具体的内容をお伺いいたします。 

 次に、海女センターの工事進捗状況について。本体

部分工事とは分離し、基礎工事を先行しておりました

が、観光シーズン中に海女センターが完成できるのか。

建築本体工事の発注の見通しと工事の進捗についてお

伺いいたします。 

 次に、三陸ジオパークとみちのく潮風トレイルにつ

いて。昨年９月、沿岸市町村等の連携が実り、三陸ジ

オパークとして認定を受け、さまざまな取り組みが進

められている三陸ジオパークと、現在、八戸市から久

慈市までの４区間が指定されている、みちのく潮風ト

レイルは、当市の新たな観光資源として期待されてい

ますが、具体的活用方法についてお伺いいたします。 

 次に、土木行政について。市道整備について。災害

時に小袖三崎、久喜地区等の住民が孤立することが予

想されますが、現在の舘石平沢区間の道路の拡幅が困

難なことから、ルート変更をしてでも整備すべきと考

えますが、その考え方についてお伺いいたします。 

 次に、小袖地区の通称大久保団地の道路を市道認定

すべきと考えますが、その考え方についてお伺いいた

します。 

 次に、雨水排水路整備について。田高・新築両町内

会からも要望が提出されている田高地区の用水路は、

経年劣化がひどく、雨水の排水路として十分機能でき

ない状況にあり、また、用水路南東側の新築町地内市

道付近においても、大雨時には雨水が河川に排水され

ず、市道や民地が浸水していることから、当地区の雨

水排水対策についてお伺いいたします。 

 教育行政について。小中学校の不審者侵入対策につ

いて。県内小中学校の不審者侵入対策に格差があると

言われますが、久慈市の状況についてお伺いいたしま

す。 

 次に、新久慈市野球場の進捗状況について。これま

で、市営野球場建設候補地として６カ所を選定したま

ま、進捗しておりませんが、市長、教育長がかわり、

今後どのように進めていく考えかをお伺いいたします。 

 次に、小中学校のいじめ対策について。市内小中学

校におけるいじめの現状と対策についてお伺いいたし

ます。 

 以上をもちまして、登壇しての私の質問を終わらし

ていただきます。 

○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）  新政会代表、木ノ下祐治議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、総合防災公園整備事業についてお答えをい

たします。 
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 総合防災公園整備事業の見直しにつきましては、昨

日の清風会代表、髙屋敷議員ほか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の

策定の中で、久慈市全体の都市計画の方針を整理した

上で、都市施設のあり方について検討を進めてまいり

ます。 

 次に、水門の遠隔操作化についてお答えをいたしま

す。 

 県では、東日本大震災の津波被害を教訓に、消防団

員等の安全確保のため、平成27年度中の完成を目指し、

遠隔操作化等の工事について、一部着手したと県北広

域振興局から伺っているところであります。 

 その運用方法につきましては、24時間の迅速な対応

を図るため、防災センター内に操作機器を設置する方

向で検討しているところであり、今後におきましては、

県及び久慈広域消防連合本部と詳細について協議を重

ねてまいります。 

 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、昨日の創政会代表、

下川原議員にお答えいたしましたとおり、市内で活動

いただいております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、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。 

 次に、震災アーカイブ事業のランニングコストにつ

いてお答えいたします。 

 ランニングコストの内容につきましては、機器等の

ハードウエア関係、システムプログラム等のソフトウ

エア関係及びセキュリティー対策であり、安定的な運

用を考える上で必要不可欠な保守費用であると考えて

いるところであります。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 風力発電の実現可能性調査についてでありますが、

環境省の委託を受けたＮＰＯ法人が、平成23年度から

24年度にかけて、市内３カ所での風況観測や対象地域

での環境基礎調査等を行ったところであります。 

 風力発電事業に向けた風況観測は複数年にわたり行

うのが一般的であり、環境省の委託期間終了後もＮＰ

Ｏ法人が独自に観測を続けてきたところでありますが、

去る５月には、長内・宇部の観測ポールを撤去し、現

在は、侍浜のみの１カ所で観測が続けられていると伺

っております。 

 現在は、通算２カ年の風況データが得られたところ

であり、その結果は即座に事業化に結びつくような風

況は示されていないということでありますが、調査団

体と連携し事業化の可能性がより高まるような提案を

模索しながら、関心を示す事業者への呼びかけを強め

てまいります。 

 次に、少子高齢化対策についてお答えをいたします。 

 まず、当市における20代、30代の女性人口の推移に

ついてでありますが、国勢調査の年齢別男女別人口の

集計によりますと、昭和35年調査時の6,962人、総人

口比15.5％をピークに、年々減少傾向にあり、平成22

年の調査におきましては3,751人、総人口比10.2％と

なっております。 

 次に、限界集落の状況についてでありますが、限界

集落とは、集落の人口50％以上が65歳以上の高齢者と

なり、冠婚葬祭等の社会的共同生活の維持が困難にな

っている集落とされております。 

 久慈市におきましては、平成26年５月末現在におけ

る行政区ごとの集計によりますと、65歳以上の人口が

50％を超える地域は14地区となっております。 

 次に、子育て支援のあり方についてでありますが、

子育て世代の声に耳を傾けながら、子育て環境の整備

や充実を図ることが、少子化対策には必要不可欠であ

ると考えております。 

 具体的な取り組みといたしまして、子供の医療費や

乳幼児の予防接種等の助成拡大、各種健康診査等の充

実のほか、病児・病後児保育などの特別保育事業の充

実、学童保育の設置推進や支援拡充により、就労と育

児の両立を支援し、子育てしやすい環境整備に努めて

まいります。 

 また、今後とも各種子育て支援情報の提供のほか、

子育てに関する不安や悩みなどの相談事業の充実を図

るなど、子育て世代が安心して産み育てることができ

る環境整備を積極的に推進してまいります。 

 次に、農水産業振興についてお答えをいたします。 

 まず、後継者問題の現状についてでありますが、農

林水産業の分野におきましても、担い手の育成・確保

が喫緊の課題となっており、まず、農業につきまして

は、後継者確保及び新規就農者支援策といたしまして、

いわて地域農業マスタープラン実践支援事業による生
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産施設設備への助成を行っているほか、新規就農者へ

は、新規就農者育成確保対策事業による融資返済への

助成や、国の支援策であります青年就農給付金の給付

により、就農初期の負担軽減を図っており、当市にお

ける新規就農者数は、直近３カ年においては平成23年

度に１名、24年度に６名、25年度は５名の方が就農し

ております。 

 水産業につきましては、県において、すぐれた漁業

青年と漁村青少年の育成等に指導的役割を果たしてい

る漁業者を、岩手県漁業士として認定しているほか、

海づくり少年団活動への支援を通じ、漁業後継者の育

成に努めているところであります。 

 当市における新規漁業就業者は、直近３カ月におい

ては、ゼロの状況でありますが、現在、一般社団法人

全国漁業就業者確保育成センターの漁業復興担い手確

保支援対策事業を活用いたしまして、10代と20代の漁

家の子弟がそれぞれ１名、平成25年度から２カ年の予

定で漁業研修中であると、久慈市漁業協同組合から伺

っているところであります。 

 市といたしましては、農業、漁業経営体の経営の安

定化を図ることが、 大の後継者対策であると考えて

おりますことから、今後におきましても、各事業を複

合的に実施するとともに、関係機関等と連携を図りな

がら、担い手の育成・確保に努めてまいります。 

 次に、林業振興についてお答えいたします。 

 まず、木質バイオマス事業についてでありますが、

本定例会において一般会計補正予算案に計上し、提案

いたしております木質バイオマス活用推進事業費補助

金は、民間事業者が実施する木質バイオマス熱供給施

設の整備に要する経費の一部を助成しようとするもの

であります。 

 市といたしましては、総合計画及び復興計画に、新

エネルギーの推進、農林業の振興を掲げているところ

であり、今回、民間事業者が実施しようとするエネル

ギー供給事業は、これら重要施策に合致する取り組み

であると考えているところであります。 

 また、地域経済循環の創出や雇用の拡大などの波及

効果が期待できるとともに、地域の活性化にもつなが

る取り組みであると考えておりますことから、市とい

たしましては、今後とも財政面のみならず、有識者等

の派遣による技術指導など、総合的かつ継続的な支援

を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、岩手県森林整備加速化・林業再生基金事業に

ついてでありますが、本事業のメニューの一つであり

ます流通経費支援は、東日本大震災からの復興を早期

に図るため、主に、被災工場へ供給していた原木やチ

ップを、非被災工場へ振り替え出荷する際の運搬経費

の一部を助成する事業であり、木材出荷先の大変を他

地域に依存している本市にとりまして、大変重要な事

業であると考えているところであります。 

 なお、東北各地の被災工場は徐々に復旧を果たして

きており、振り替え出荷に対する支援は減少傾向にあ

りますが、大船渡市の合板工場など、いまだ復旧して

いない工場がありますことから、平成26年度におきま

しても、県内の６事業体が流通経費支援を受ける計画

であると、県北広域振興局から伺っているところであ

ります。 

 次に、漁業集落排水事業についてお答えいたします。 

 白前本波地区の漁業集落排水施設整備事業の進捗状

況についてでありますが、現在、市道北野本波線及び

市道白前４号線におきまして、延長1,301メートルの

下水道工事を施工中であり、その進捗率は事業費ベー

スで18％程度となっております。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 まず、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、昨日の清風会代表、髙屋敷議員

ほかにお答えいたしましたとおり、第２期基本計画に

おいて整備する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たいことから見直しをするも

のであり、見直しに当たりましては、幅広く市民の意

見を集約し、日常的に人が集う施設を整備したいと考

えております。 

 次に、海女センターの工事進捗状況についてであり

ますが、昨日の清風会代表、髙屋敷議員にお答えいた

しましたとおり、平成26年４月７日に杭基礎工事を先

行発注したところであり、その本体工事につきまして

は、６月９日に工事請負契約を締結したところであり

ます。その完成予定は11月と考えております。 

 次に、三陸ジオパークとみちのく潮風トレイルの活

用方法についてでありますが、昨年９月に認定された

三陸ジオパーク及び11月に一部開通いたしましたみち

のく潮風トレイルは、久慈市の新たな観光資源といた

しまして大きな可能性を秘めているものと認識してお

り、環境省や三陸ジオパーク推進協議会などと連携し、
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全国に向けて誘客活動を展開するとともに、独自の取

り組みといたしまして、観光ツアー造成事業を活用し、

市内旅行業者が企画するツアーに、三陸ジオパークや

みちのく潮風トレイルを盛り込むなど、積極的に活用

してまいります。 

 また、市内関係団体等と連携を図りながらガイド育

成に向けた研修会を開催するほか、小袖海岸を中心と

した「あまちゃん」のロケ地、三陸ジオパーク及びみ

ちのく潮風トレイルなどをあわせたツーリズムを実施

するなど、交流人口の拡大に向け、今後とも積極的に

取り組んでまいります。 

 後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、小袖・三崎・久喜地区を災害時に孤立させな

いための市道整備についてでありますが、小袖・三

崎・久喜地区の幹線道路であります県道野田長内線は、

波浪や大雨の際、通行どめとなることがあることから、

代替ルートといたしまして、これまで各地区から舘石

地区につながる路線の整備を進めてきたところであり

ます。 

 現在は、舘石地区から海沿いを通らずに国道45号へ

アクセスするルートといたしまして、市道大尻川原屋

敷線の宇部町川原屋敷地区の整備に取り組んでいると

ころであります。 

 ご質問のありました新たなルート整備につきまして

は、避難の確実性を考慮した場合、ルートの複数化は

必要であると認識いたしております。 

 新ルートを検討する地域は、筆界未定地が非常に多

いため、ルート選定、交渉等に時間を要するものと想

定されますことから、現道の市道二子小袖沢線の適切

な維持管理にも努めながら、ルートの検討を進めてま

いります。 

 次に、小袖地区の通称大久保団地内の道路の市道認

定についてでありますが、この路線は、漁業集落環境

整備事業で整備した延長222.40メートル、幅員４メー

トルの集落道であります。 

 現在、一部の用地が相続登記未了となっており、こ

れが完了し、市に所有権移転登記がなされ次第、市道

として管理していくための市道認定の事務を進めてま

いります。 

 次に、雨水排水路の整備についてお答えをいたしま

す。 

 田高及び新築町地内の雨水排水路の整備につきまし

ては、昨日の日本共産党久慈市議団代表、城内議員に

お答えいたしましたとおり、下水道雨水排水計画に基

づき、浸水被害歴や財政状況等を勘案しながら、他地

区につきましても、できるだけ早期に整備できるよう、

取り組んでまいります。 

 以上で、新政会代表、木ノ下祐治議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

 失礼いたしました。７項農水産業振興についての水

産業の後継者についての答弁におきまして、久慈市漁

業協同組合から伺っている状況につきまして、直近３

カ年と申し上げるべきところを、直近３カ月と申し上

げましたので、訂正をお願いいたします。失礼いたし

ました。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  新政会代表、木ノ下祐治議

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、小中学校の不審者侵入対策についてであり

ますが、まず、全ての小中学校において防犯カメラが

設置され、職員室で来校者の確認ができるようになっ

ております。また、来校者があった際にセンサーが反

応してチャイムが鳴る設備や、受付担当者の配置、来

校者への名札着用の依頼等、各学校の実態に応じた対

策がなされております。 

 なお、危機管理マニュアルは全ての学校が作成して

おり、防犯用具の設置や不審者に対応した避難訓練、

教職員研修等、各学校では不審者が校地内に進入した

場面を想定した対策がなされております。 

 児童生徒が安全な学校生活を送るために、今後とも

学校安全の充実を図るよう、各学校に指導してまいり

ます。 

 次に、新久慈市営球場の進捗状況についてでありま

すが、現在の市営野球場は、下水道処理施設用地に目

的外使用承認を平成29年12月まで得て、暫定的に設置

しておりますことから、移転して、新野球場を建設し

なければならないという認識をしているところであり

ます。 

 本市のスポーツ振興、推進を図るためには、新野球

場周辺に多様な施設等が配置され、多くの人に利用さ

れることが望ましいと考えますことから、新野球場の

移転先及び建設時期やその進め方等につきましては、

市長部局としっかり協議を図りながら、早急に検討し

てまいります。 
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 次に、市内小中学校におけるいじめの現状と対策に

ついてでありますが、いじめの現状につきましては、

昨日の日本共産党久慈市議団代表、城内議員にお答え

しましたとおり、平成25年度久慈市立小中学校でのい

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。 

 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。 

 また、対策につきましては、平成25年９月に施行さ

れたいじめ防止対策推進法に従い、市内全ての小中学

校において、学校いじめ防止基本方針を策定、さらに、

校内組織としていじめ防止対策委員会を設置し、いじ

めの未然防止、いじめの早期発見、いじめへの対処等

に対して、全校体制で取り組んでおります。 

 いじめの問題につきましては、教育委員会と学校と

の連携を強化しながら対応し、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、新政会代表、木ノ下祐治議員に対する私か

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。６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  それでは、何点か再質問を

さしていただきます。 

 項目８番の木質バイオマスから入らしていただきま

す。 

 木質バイオマス、この事業は、私も大賛成ではあり

ます。ただ、私は個人的に思うんでありますが、この

事業体そのものは、いわゆる単独の事業体ではありま

すけれども、はっきりと申しますと、この土地を、い

わゆる園芸団地、これを使用するのは越戸きのこ園な

わけなんですね、大半を。バイオマスを除けばですよ。 

 それで、越戸きのこ園に対する補助金は、県補助金、

これで十年何がしのうちに３度目なんです。続けて３

度目です。ですから、地域の方々は、こういうわかり

やすい言葉で言うと、いわゆる補助金太りという言葉

を使う方がおります。で、この事業を行うに当たって、

私は久慈市の当局サイドがこれを事業を進めるために

動いて、これが完成したものと、私は、事業がここま

で至ったと思っているんですよ。 

 で、前の全協のときにも、私が言ったんですが、何

度も私は村上前部長に対して、その情報をいただきた

くて何度も伺ったんですが、村上部長は、この詳細に

ついては情報を出してくれませんでした。何度も私は

伺ったんですよ。越戸きのこ園が確実に関わるなと。

しかも、土地がそこの市の市有林を使用して、しかも、

越戸きのこ園の隣ということで、はてなと私は思った

んですよ。当然そうなるだろうなと推測はいたしまし

たが、その実態については、その当時はまだ明らかに

してくれませんでしたが、この土地に対する、全協の

とき、中平議員もちょっと質問したようでありました

が、使用の土地代とか、その施設を使用する際に、使

用料とか、そういうのは発生するのかどうか。 

 そして、もう一つお尋ねしますが、後継者の育成と

か、そういう部分も当然この中には入っているはずな

んでありますが、実際、それが何棟ぐらいがこの施設

を使用して、新しく参入したい方々が使用できるのか。

とりあえずこの辺でお答えをいただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  何点かにわたってご質問い

ただきましたが、私からは、この補助金の関係につい

て、まずはお答え申し上げたいと思います。 

 市が補助する、県が補助する、国が補助する、いろ

いろ補助制度はあるわけでございますが、この補助金

を出す場合には、補助金交付要綱を制定されるという

のが主でございまして、そして、この補助金交付要綱

にのっとって、そのやる意欲といいますか、実施する

意欲のある企業の方あるいは団体の方等が申請をし、

この補助要綱にのっとった者がこの補助金の対象にな

るということでございますので、今、議員さんからは、

３度目の補助金だというお話をいただきましたけども、

それは、この要綱にのっとっての補助ということにな

ろうと思います。 

 それから、この当局サイドでこの事業を進めてきた

ということでございます。 

 これについては、この平成24年度に市が実施いたし

ました、この事業の可能性調査を実施したわけでござ

いますが、この実施時点では、大手のキノコメーカー

が進出を検討していたという状況がございました。 

 ただ、その後において断念された経緯がございまし

て、そして、その後に、この現在の、今お話のあった

越戸きのこ園が名乗りを上げて、現在に至っていると

いう経緯でございます。 
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 それから、後継者育成にかかわっては、市のトレー

ニングファームといいます。全協のときにも資料でご

説明申し上げておりますが、これについては、今後の

計画になりますけども、 大で15棟ぐらいになるのか

なということで、今現在考えているところでございま

す。 

 そのほかについては、担当部長から答弁させます。 

○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）  使用料が発生をする

かというふうなお話でございましたけれども、この土

地の造成につきましては、使用する方から造成をして

いただくという計画でございまして、使用料につきま

してもご負担をいただくという、市としての現在の考

えは有償で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）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  私の仄聞する部分と多少異

なる部分があるんですが、余り深く追求しますと、私

の地元でありますので、また、私がこの事業に対して

再三バイオマスをぜひやるべきと言ってきた関係もあ

りますので、これ以上は差し控えさしていただきます

けれども、ただ、いずれにしても、市の市有地を使用

させるわけですので、それなりには市長サイドも考え

は持っているようですけども、いわゆる久慈市民のた

めに、できるだけ人材育成なり、そういうことをでき

るような体制づくりをぜひしてほしいものだと、それ

をお願いして、この部分は閉じさせていただきますけ

れども。 

 それでは、次に、ちょっと難しい課題になろうかと

は思うんですが、この次の岩手県森林整備加速化・再

生事業の基金のこっちのほうに入らしていただきます

が、こういう制度があったこと自体、当局では把握し

ていますでしょうか、まずその辺からご答弁をお願い

いたします。 

○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）  当局のほうでは把握

しているかということでございますけれども、この事

業につきましては、岩手県が国から交付金を受けて基

金を造成をして、森林整備加速化・林業再生基金事業

として実施をしているものでございまして、その中の

メニューの一つが流通経費の支援ということでござい

ます。 

 先ほど市長のほうから答弁いたしましたように、被

災工場へこれまで供給していた原木を、工場が被災し

たことによって、そこには供給できなくなったわけで

すので、非被災工場へ振りかえをすると。その際に、

どうしても運搬経費等がかさむというふうなことで、

これを支援をするというふうなことで、県の考えでこ

の事業ができているというふうに捉えております。い

ずれ市のほうとしても、ここの部分は、こういう補助

事業が行われているということを十分承知していると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  それでは、このノースジャ

パン素流協、正式にはノースジャパン素材流通協同組

合こういうことに、私らは通常、素流協とばっかり言

うてるもんですから、そのくせが抜けないので大変申

しわけないんですが、この流通コスト支援、この林業

再生基金のこれを、この組織を通さなければ使えない

状況になっております。本来であるならば、こういう

補助金等は森林組合連合会が前は取り扱っていたはず

であります。 

 この書類は、市長、部長さん方にも差し上げており

ますので、わかると思うんでありますが、このノース

ジャパン、これの立ち上げた時期です。これは平成15

年度に立ち上げているはずなんですが、その組織のト

ップは書類があるからわかるでしょうが、誰かご存じ

ですか。 

○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）  ノースジャパン素材

流通協同組合、現在の理事長は下山裕司さんというふ

うに承知をしてございます。盛岡の菜園にある農林会

館に事務所は所在をしているというふうに承知をして

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  それでは、この組織に県の

幹部職員、部長級ですよ、本当、県のトップクラスで

す。じゃ、この組織に天下っている方が何人あるか、

ご存じですか。 

○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）  平成24年度の県職員
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が、県が出資している団体に役員としてついていると

いう中には、このノースジャパン組合にはございませ

んでした。 

 ただ、県が出資していなければ、どのように就職さ

れているのかというところまでは把握していないとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  この補助金、流通コスト支

援、私は、先ほどの演壇でも話をしましたが、平成26

年度も使用している組織は、このノースジャパン素流

協だけです。 

 ここには、下山さんという方は、今、ここの代表な

わけですが、その後、部長さんがもう一人行ってるは

ずです。そして、ことし３月定年された技官がここに、

天下りという言葉は、私はあんまり使いたくないんで

すが、ここに行っているはずなんですが。 

 今、この素流協という組織を経由しなければ、ほと

んどの補助金が林業業者、団体も含めて、団体も含め

てとは、ちょっとおかしくなるかもしれませんが、森

林組合も使えないような状況になっております。昔は、

これは森林組合連合会がこの辺を仕切っておりました

が、なぜこういう形になったのか、私は不思議で、不

思議でならないんですよ。 

 私も以前はこの組織に入っておりましたけれども、

私はこの天下りの組織をつくった、こういう組織を大

嫌いで私は抜けておりますけれども。この当時は、こ

の団体に入らなければ、例えば宮古のホクヨープライ

ウッドと、この辺に納材できないというようなそうい

う話で強制的にこういうこの組織に加入させられたと

私は記憶しておりますが、私は抜けましたので。ただ、

ほとんどの業者、森林組合も多分入っているんじゃな

いかなと思いますが、組合長入っていますよね。いや、

入っているはずです。 

 ただ、今回は北上に新しい合板工場が出ますので、

連合会はやはりそれを嫌ってですよ、北上の合板工場

は連合会が全面的に枠を持たせていただくと、そうい

う構図になったようでございますが、そういったこと

等もご存じありませんか。その辺のところも。 

○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）  平成26年度もノース

ジャパン補助事業を実施しているということでござい

ますけれども、これにつきましてはノースジャパンの

組合では、組合員が生産する木材のうち、大船渡の合

板工場への運搬する分があったということで、25年、

26年度ともその支援対象になったものだと聞いており

ます。 

 それから、石巻にあるセイホク、それから宮古のホ

クヨープライウッドに向けた原木振りかえをしていた

ところは、工場の復旧がされたために、平成24年度分

で事業が終了したと。そういうことからノースジャパ

ンのみが26年度の事業の対象になって行われていると

いうふうに理解をしておりますし、そのように県北広

域振興局林務部のほうから聞いているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  本来であれば、これは県議

会で追及すべき議題なことは私も承知しております。

ですから、議長のお計らいでそこをやらせていただい

ているんですが、この本年度いわゆるノースジャパン

に行きました県の幹部が、もし、この26年度の補助金

をノースジャパンにだけ流用する形をとったならばこ

れは大変な問題であるなと。林業業界で今これはもう

すごい問題になっております。市当局では理解、これ

は県庁のほうの管轄になりますので理解できてない部

分も当然あるでしょうけれども、こういう問題が現実

にあるんだということを私は皆さんに知っていただき

たいと。 

 これは、なぜ私がこういう問題を取り上げるかとい

いますと、ある林業団体といいますか、ある会社のい

わゆるトップの方が定年なさることになりまして、そ

こで久慈の地域だけじゃなく、日本製紙とかそういう

大手の会社からも幹部の方々が来ておりましたその席

上といいますか、懇親会がありまして、いや、26年度

に使用されている補助金、なぜ素流協だけが使えるの

かと。何で森林組合連合会とかほかの業者の皆さんは

使えないのかと。 

 しかも、この素流協の中でも何社かだけです、これ

を使用しているのは。使用できているのはと言ったほ

うがよろしいですね。私はその会社名を全て把握して

るんですが、ここで公表するわけにもいかんでしょう

からそれは伏せておきますが。 

 やはりこういったことは市のほうでも、おかしいも
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のはおかしいと、県庁のほうにも問い合わせて、これ

は取りやめをさせるべき問題ではないかなと私は思っ

ているんです。県庁のやってることだから市ではわか

りませんということでは大変困るわけですよ。市民・

県民の税金がここに投入されていると、そういうこと

です。その辺のところの答弁をいただければ幸いです

が。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまのご質問にお答え

いたします。 

 県北広域振興局林務部からの聞き取り結果でござい

ますが、ただいまご質問があったノースジャパン素材

流通協同組合については、組合員が生産する木材のう

ち大船渡の合板工場などへ運搬する分を計画していた

ために、25、26とも支援対象になったものであるとい

うことでございました。 

 それから、平成26年度対象が、ただいまのご質問で

は１社のみであるというご質問でございますが、県の

回答は、大船渡市への合板工場へ出荷を計画していた

６社がこの振りかえ対象となっているということで聞

いているものでございまして、ご質問のあった１社の

みということについては違うというふうに県からは聞

いているものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  そこのところはかなり私の

聞いている範囲とは多少異なりますが、いずれにして

も、これは県議会でも、このたびの６月議会でこれを

取り上げると県議の皆さんから私は聞いておりますの

で。 

 なぜ、私がこの久慈市議会で取り上げたかというと、

県議の皆さんも、この内容はよくわからないと。その

技官がそちらのほうに天下って、26年度もその組織だ

けが使えるのはおかしいということで、県議会でもこ

れを取り上げるということで、ぜひ私にこれを、私は

県議の皆さんより私が詳しいらしいので、あえて私は

取上げさせていただきましたが、それはこの辺で取り

やめといたしますが、取り上げた理由はそのとおりで

ございます。皆さんにも情報共有していただきたいな

と、そのように思って取上げさせていただいたところ

でございます。 

 その次です、項目では９になりますが、漁業集落排

水事業にかかわってです。 

 これはまた進捗率が18％ということのようでござい

ますが、何年度ごろに完成するのか、まずそれをお聞

かせいただきたいと思います。 

○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）  白前本波地区の漁業

集落環境整備事業の事業期間でございますけれども、

平成24年度から平成29年度ということで事業を実施し

ているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  それはわかりました。では、

これに追随いたしまして、市道北野本波線のことにつ

いてなんですが、これは火葬場等の北野町内会が市に

火葬場を建設する際に条件といいますか、北野町内会

は条件だと思ったんですが、この場では要望といたし

ますが。45号線の信号の部分から本波方向に向かって

何百メーターかの所を側溝整備をお願いしてあるはず

なんですが、その計画はあるのかどうかお聞かせくだ

さい。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  北野本波線、こちらのほう

は、今年度、防雪柵を設置する予定となっております。

側溝のほうは今資料をそろえて回答したいと思います。 

 側溝等につきましては、ただいま現地調査中という

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  当局の皆さんにぜひ心得て

おいていただきたいんですが、こういう施設をつくる

際に、いわゆる地域から要望を聞くわけですよね。い

わゆる迷惑施設ということで、じゃあ受け入れてくれ

るならばそれなりに、じゃあ私らのほうでも何とか地

域のために貢献できるようなことをしましょうという、

そういう話をしていただくんですが、そういう迷惑施

設なり、その施設が完成したと。完成したならばその

話はどこかに消えたのかさっぱり出てこなくなったと、

なくなったということがよく聞かれるわけですが、そ

ういうことがないように。 

 私は、先般の部落の集会でもこれの問題について、

おい、木下と、おまえ議員やって何やってんだと、そ

ういうことを言われまして、ちょっと私もカチンと来
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ちゃったんです、正直なところ。私だって一生懸命に

それなりにやってるんだよと。ところが、今の段階で

は計画、かなりの予算かかるということは前の建設部

長さん方からも聞いておりましたので時間をくれとい

うことでしたが、ですから計画があるのかないのかな

あと、その辺のことから計画があるのであれば、まあ

計画を練ってるそうだからと地域に帰って報告すれば

いいんですが、ただ調査中というだけで計画がいつご

ろの見通しもないような私は返事を持って帰るわけに

いきませんので、もう一度お願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  木ノ下議員に申し上げます

が、通告は、漁業集落排水事業の通告になっておりま

すので、火葬場の件については、その項目はなってお

りませんですのでご理解いただきたいと思います。 

 わかる範囲で説明をお願いします。中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今ご指摘のあった場所の排

水でございますが、大変あの辺は平たんでございまし

て、その流末、それから高さ関係がメインになるんで

すけれども、そこのところをきちっと測量等をしない

と、どこまで水を流していくかと、そういったことを

今調査する段階でございます。何もやってないわけで

はございませんので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  それでは、木ノ下議員の質問

に関連いたしましてご質問させていただきます。 

 質問項目の２番目と４番目、10番目の（３）につい

てお聞きいたしますが、時間が許すようであればその

ほかにもお聞きいたしますので、よろしくお願いいた

します。項目ごとにお聞かせいただきます。 

 初めに質問項目２番目の水門の遠隔操作化について

でございます。 

 24時間対応で防災センターに管理を置くというお話

をいただきました。過日の日曜日に市内沿岸部の市民

とか消防団等の参加によりまして、津波避難訓練が行

われました。私も消防団員として参加いたしましたが、

改めて東日本大震災の大津波の恐怖と、そして、しか

し月日が流れることによりまして市民の避難意識の低

下と思われますけれども避難訓練の参加の減少が見ら

れる地域もあるようでございました。 

 このような状況下におきましても、津波はいつ何ど

き発生するかわかりません。そのためにも水門や陸閘

の整備は順次進められてきたわけでありますが、遠隔

操作された場合、いち早く安全、確実に閉鎖できるこ

とを前提として運用されなければならないと思います。 

 集中管理方式となると思いますが、防災センター等

でということでございましたが、市役所のほうとか振

興局のほうとかから管理することも考えられてますが、

その辺のことをお聞きいたします。 

 また、当市は陸閘が多数を占めます。閉鎖する際の

人とか車の通行量が多くあるわけでございますけれど

も、安全確認を行うに当たりましてテレビカメラとか、

そういう装置が設置されると思いますけれども、閉鎖

する担当者の対応力、閉める場合の判断力というのが

高い次元で求められてくると思いますけれども、その

辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  水門の遠隔操作化につい

てのご質問にお答えをしたいと思います。 

 まず初めに、操作できる場所でございますけれども、

県とすれば市町村に管理委託したいということでござ

います。ただ、操作は消防防災センター、それから振

興局でもできるということでございます。ただ、市に

委託するというお考えのようでございます。 

 それから、陸閘を閉める際の安全確認ということで

ございますが、その開鎖のときの操作につきましては、

テレビモニターを見ながら操作することになります。

また、現場の扉等には回転灯とかブザー、それから表

示板を設置して注意を促してまいりたいというふうに

県のほうからは聞いているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  閉める際は、やはり日中であ

れば釣り人などもおりますし、子供さん方もいるわけ

ですので、モニターなり回転灯なりブザーなりでしっ

かりと確認しながら閉めるような管理体制をとってほ

しいと思います。その操作員の訓練とそういうソフト

面の確実性というのは、しっかりとやってほしいと思

います。 

 今、運用面のことをお聞かせいただきましたけれど

も、順番とすれば先に聞いたほうがよかったかもしれ

ませんけれども、進行中の今、諏訪下の防潮堤工事を

しております。ここの諏訪下の防潮堤かさ上げに伴い

まして当地区の陸閘です、以前の議会でお聞かせいた
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だいた際には遠隔操作化も当然行われると捉えており

ますけれども、防潮堤のこれは完成と同時に、かさ上

げの完成と同時に陸閘の遠隔操作化もされるのでしょ

うか、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  諏訪下の防潮堤のかさ上

げと水門の遠隔操作化についてのご質問でございます

が、防潮堤のかさ上げ、それから、水門等の工事につ

いては、もう発注済みであると。同時進行で水門の設

置工事を行うということで伺っておりますので、でき

上がった際には遠隔化操作、水門と防潮堤の高さが同

じような形で遠隔操作ができるというふうに伺ってい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  そうしますと、27年度中には

できるということでよろしいでしょうか。その時点で、

もう遠隔操作化もできるということで捉えていきます。 

 遠隔操作化の工事も今行われるということでござい

ましたけれども、閉鎖するための水門陸閘です、陸閘

を動かす手法です、ハード的なとこでございますけれ

ども、そういう、どのようにして陸閘を動かすような

技術になるのかお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  陸閘を動かす動力という

ことのご質問でございますが、これは電気を使用する

ということでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  電気を使うということは、電

気でモーターを動かして、それで陸閘を動かすという

ことでございましたが、水門とか陸閘を閉鎖、開放す

る手段としては、今一般的に言われたように電気で

モーターを動かす。しかし、過日の東日本大震災のよ

うに大きな災害になりますと、発電所がとまるとか変

電所が壊れる等で電気が通じなくなることとなります。

予備電源を備えるという方法もありますけれども、電

気ではちょっと不安が残ることも考えられます。 

 電気だけではなくて窒素ガスを使用したエンジンと

いうものも今開発されておりますし、あとは水道圧、

水道水の圧力です、ピストンで動かす方式もあるよう

です。そのほかにもまだたくさん陸閘を動かす動力と

いうのは考えられるようですけれども、その辺はこれ

からの動かすことのできる電気だけではなく、考えら

れないものでしょうか、聞かせてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  県から伺っております動

力については電気でやりたいということでございまし

て、電気がとまった場合には予備電源として発電機を

あわせて設置するということで伺っているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  その発電機というのは、発電

機をそこに設置しておいて、水門の近くに陸閘の近く

に設置しておいて動かすということでしょうか、それ

とも少し離れた所に発電機を置くのか、その辺は、ま

ず確実に水門の近くに置きますと壊れて近づけないと

いうことも考えられますので、予備発電ということは

しっかり動かせるような状況になるように考えていた

だきたいと思います。 

 電気でやるようなことですと、コスト面、メンテナ

ンス面、なかなか難しいこともあると思いますけれど

も、動かす手法として電気でも窒素ガスでもよろしい

ですけども、次にそれを動かす場合、通信して動かす

という、人が動かすわけではない、遠隔操作になりま

すので、今ですと光回線を使うとかで動かすと思いま

すけれども、光回線を使うにしても一つの回線だけで

対応していますと、震災の際壊れて動かなくなるとい

うことも考えられます。バックアップとしてもう一つ

回線を使うとか、有線だけではなくて無線を使った通

信、そういう多重化の通信回線を考えてほしいと思い

ますが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  遠隔操作の方法といいま

すか、通信の方法ということでございます。県から聞

いておりますのが、通常時は有線、光ファイバーを使

いたいということでございまして、その通信が途絶え

た場合には衛星回線でバックアップをしたいというこ

とで考えているようでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  そうですね、その衛星回線な

ども利用して確実に、せっかくの遠隔操作ですので閉
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まるようにしていただきたいと思います。１基5,000

万円以上かかるというふうに言われております。諏訪

下地区には11門、12門、たくさんあります。有事の際

の被害が 小限になるように整備を期待するものであ

ります。 

 次に、質問項目の４番目の震災アーカイブ事業につ

いてお聞かせいただきます。 

 先ほどのご答弁ですと、保守費用がランニングコス

トだというお話をいただきました。システム構築後の

ランニングコストの案に関しましては、八戸広域、三

沢市、八戸市、三沢市、おいらせ町、階上町の事例か

ら人口割で当市村が負担するものということになって

おるようでございます。 

 全員協議会でもご説明はいただいておりますけれど

も、ご提案いただきました３市村の人口割合比率によ

りランニングコストを負担した場合、当市は約83％負

担するということになりますけれども、その収集され

たデータです、市村によりまして偏った集まり方をす

ることも考えられます。人口割合と違うデータの集ま

り方をするということも考えられますが、その辺を考

えて人口割と市村ごとのデータ量も合わせたランニン

グコストの負担割合も考えられるのではないでしょう

か、その辺をお聞かせいただきます。 

○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）  ランニングコストの

ご質問であります。先ほど市長から答弁申し上げまし

たとおり、ランニングコストにつきましては、サー

バーの管理、メンテナンス等保守点検、それから、シ

ステムプログラム等の管理、セキュリティー対策など

でありまして、先ほど議員お話のとおり、八戸広域の

事業ですと年間160万程度、そして構成市町で人口割

で負担していると聞いております。 

 議員お話のとおり、想定しているデータ量は、やは

り当市より野田村のほうがやはり格段に多い感じです。

久慈が４万件ぐらい、野田村のほうはその倍近くある

形になります。 

 このランニングコストにつきましては、今後の協議

で決めていくことになろうと考えておりますが、ただ、

構築されたシステムのサーバー管理のランニングコス

トでありますので、データ量の多少、多い少ないその

ものが積算根拠となるのか、そういうのも含めまして

今後いろいろ協議していきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  この震災アーカイブ事業のラ

ンニングコストというのは、100万円と見込まれてお

りますが、人件費はこれは当然先ほどの保守費用とい

うところで入っていないんですけれども、これは、保

守は委託ということになると思いますけれども、先ほ

どご答弁いただいたようにデータ量ではそれほど違っ

てはこないということのようでございます。 

 八戸広域では160万、久慈では100万ですけれども、

八戸広域、当初は八戸のほうは６万件ぐらいを資料収

集するということで始めたようでございますが、先ほ

どご答弁ですと久慈は４万件、野田地区はそれ以上倍

ぐらいとすると８万件ほどになるんでしょうか。合計

すると、普代を入れますと、それこそ15万件とかそう

いう大変な膨大な量になると思われます。そうした場

合、データ量が相当ふえてくるということになります

が、そういうふえた量でもランニングコストはそれほ

ど変わらないと見込んでよろしいでしょうか。 

○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）  ランニングコストに

つきましては、データ量の管理じゃなくて、セキュリ

ティー、システムサーバーとの管理のほうが中心にな

りますので、若干は関係すると思いますが、基本的に

は、そんなには違いはないと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  そうですね、じゃ、その辺は

余りかからない方法でやっていただきたいと思います

が、震災アーカイブ事業というのは、ネット上での公

開がありますし、それを二次利用して使うということ

もありますけれども、手続が煩雑な著作権問題という

のが出てきます。各種アーカイブ情報のデータ交換機

能というのも当然搭載されるものと思います。 

 例えば、国立国会図書館東日本大震災アーカイブと

いう、そういうものもありますが、そことのデータ交

換もできるように多分設計されると思われますけども、

このようないわゆるＩＣＴ、情報処理、情報通信技術

を、コンサルティングから設計、開発、運用、保守、

管理まで行える事業者を、ブロードバンド基盤事業整

備事業のように特定の事業者へのプロポーザルとなっ

てくるようにも思われますけれども、その辺をお聞か

せください。 
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○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）  この事業の考え方で

ありますが、単にシステムだけを構築するのではなく

て、データについての収集、それから、データに関す

る本人からの了解、著作権、お話がありましたように

著作権等の確認など、本事業の特殊性を考えまして、

議決後でありますが、公募型のプロポーザル方式で業

者選定を行う考えであります。 

 対象となる業者につきましては、情報システムの構

築の業務、それはもちろんのこと、総務省で定めてお

ります震災関連デジタルアーカイブ構築運用のための

ガイドラインというのが詳細に定められてますので、

それに沿ったデータの収集等の作業、インタビューな

ども含まれますが、そういう部分のできる、そして

データのデジタル化、その後想定されるでありろう保

守点検、そういうのもできる業者をプレゼンいただき

ながら選定していきたい考えであります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  今後の防災に役立てる震災

アーカイブとしてほしいと思います。 

 次に、時間がないですが、10番目の（３）の三陸ジ

オパークのところでございます。 

 所信表明演述にも記されておりましたけれども、観

光ガイドの育成をして市民の皆さんと観光のまち久慈

を確立するとされております。久慈には他市町村に先

駆けましてジオパーク推進連絡会という団体も積極的

に活動いたしております。このような民間の市民の皆

さんと一緒になって観光ガイド育成を進めることが重

要と考えますけれども、ご所見をお伺いいたします。 

○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）  三陸ジオパーク等に

関しまして、ガイドの育成ということでございますが、

議員おっしゃいましたとおり、北三陸大地の恵み・ジ

オパーク推進連絡会の皆様方、それからそのほかにふ

るさと体験学習協会のインストラクターの皆さんとか、

民間のそういった活動をしている方々が多く久慈市に

はいるところでございます。 

 昨年度実施しましたガイド育成の研修会等におきま

しても、そういった方々が多数参加いただきまして、

人数で言いますと100人を超える受講者の皆さんがい

らっしゃいます。 

 そういったことで市当局の関係者もありますし、そ

ういった関係団体の方々を含めまして、そういった連

絡網といいますか、連絡会のようなものをつくりまし

て、そういったガイドの育成を図ってまいりたいと思

います。 

 今年度も４回ほどジオパークトレイル、それからエ

コツーリズム、あわせた形でガイド養成の研修会をや

る予定でございますので、そういった機会を捉えなが

らその方向で取り組んで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）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  木ノ下議員の一般質問に関連

して何点か質問させていただきます。 

 まず第１に、質問項目の５、再生可能エネルギーに

ついてですが、過日、福井地裁で大飯原発３、４号機

の再稼働を認めない判決が出されております。今後に

おかれましても、各原子力発電所の再稼働はそう簡単

ではないのではと自分なりに感じているところでござ

います。 

 近は円安のせいかわかりませんが、化石燃料の高

騰等で電力供給のコストも上がっているようでござい

ます。報道によりますと、岩手県は４月15日から県再

生可能エネルギー導入支援マップを公開し、事業参入

に期待を示しているようでございます。 

 以前にも質問いたしました経緯がございますが、県

は再生可能エネルギーによる電力需給率を、平成32年

度は35％まで引き上げる目標とあります。 

 市長は、所信表明演述で多様な再生可能エネルギー

について調査研究を進め、導入を図ってまいりますと

言われておりますが、メガソーラーはもとより風力発

電についても事業化の実現に向け力を注いでいくべき

と考えますが、市長のご所見をお伺いしたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  泉川議員もお話ありましたよ

うに、自然エネルギーについては久慈地域においてこ

れからどんどん進めていかなければいけないと思って

おります。風力発電についてはもとよりでございます。

風況等の状況によりますので、それについてはしっか

りとした調査を行いながら、可能性についてはしっか

り探ってまいりたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 
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○５番（泉川博明君）  地球温暖化対策のためにも環

境に優しい再生可能エネルギーは大事でもあり、せっ

かく陸上風力発電の実現可能調査を当市でも実施した

わけでございますが、コスト面等いろいろあろうかと

は思いますが、１カ所でも事業化に向け鋭意努力して

いただきたいと考えますが、ご所見をお伺いいたしま

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）  今議員がおっしゃ

られたとおりだと私も思っております。 

 ただ、市が単独で進められることではないことでご

ざいますので、発電事業者、それから関係機関、それ

から国、県も含めていろいろ連携する形で協力を進め

ていくものでありますので、引き続き緊密な連携を図

って事業化に向けて、先ほど議員がおっしゃられたと

おり、１社でも事業参入される機運が出るように我々

も精いっぱい頑張っていきたいと思いますので、ひと

つよろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  市長は昨日、下川原議員に対

しましてのご答弁で、 適と思われる再生可能エネル

ギーについて何点か述べられておりましたが、その中

に洋上風力発電も加わっておりましたが、仮に事業化

となりますと、外海になるのか湾港防波堤内の静穏海

域内になるのか、また、現在事業化に向け、市といた

しましての進捗はあるのかどうかをお伺いいたします。 

○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）  洋上風力のことで

ご質問がありましたが、洋上風力につきましては、港

内、港外いずれも考えられると思われます。 

 それで、洋上風力の進捗でありますけれども、昨今

の国からの、経産省ですか、固定価格買取制度の見直

しとかの関係で、料金の抑制を図るとか、導入促進を

加速させるという話もございますので、その辺も含め

て固定価格買取制度が高くなったりすると事業者の参

入もいろいろふえてくると考えておりますので、今後、

洋上風力についても当市に誘致できるような形で進め

ていけれればなと思っております。 

 洋上風力については、まだ国内においても多数設置

されてる、多少はあるんですが、確立されたものでな

いので、技術開発等、それから設置のコスト縮減等も

日々進められているところなんで、その辺も注視しな

がら当市としても進めていければなと考えております

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  まず努力してください。 

 次に、質問項目の11の（１）市道整備についての①

でございますが、市長は生活密着道路から幹線道路ま

での道路網整備を促進すると言っておられます。先ほ

どの木ノ下議員の一般質問に対しましてのご答弁では、

今後ルートの検討をしてまいると言っておられました

が、大尻川原屋敷線につきましては、川原屋敷線を使

用いたしますと久慈市の中心市街地に行くには大分遠

回りであります。先ほど一般質問でも木ノ下議員さん

が質問しておりましたが、大尻地区から小袖・久喜地

区間の海岸線が津波等災害で利用できなくなりますと、

そこに住んでおられます住民に孤立が生じる可能性が

大であります。 

 このことから申しましてもルート変更してでも地区

民の命の道として幹線道路につながる道路の整備が必

要であり、地域住民の切実な願いでもあります。市長

が目指しております、住んでよかった、ふるさと久慈

に住んでいたい、笑顔あふれる久慈市を目指していく

ためにも整備に向け調査研究し、事業化に向かって努

力する、前進していただきたいと考えますが、再度、

市長のご所見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまご指摘のありました

道路でございますけども、私も当該地域の皆様から命

の道路と、命がかかわっていると、やはり海岸線を走

ってはいつ何どきどういう状況になるかわからい、毎

日不安でたまらないというお話をお聞きしております。 

 従来、久慈市としての答弁は、筆界未定地が多いと

いうことで非常に難しいということの答弁で終わって

おりましたが、やはりそれだけでは現状が変わりませ

んので、そういう状況の中で、いかに対応ができるの

かということを含めて、早急にさまざまな手法を検討

し、制度的な問題があればそれについても、 終的に

は国になるかとは思うんですけども、県とも協議しな

がら、何とかして道路整備を進めたいと思っておりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  何とか復興道路として実現で

きればなと思っております。 
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 次に、質問項目11の（１）市道整備についての②市

道認定についてですが、ご答弁では登記等が済み次第、

市道認定の事務処理を行うということでございました。

近隣で毎日火災が発生し、一番奥にあります防火水槽

の水を使用する場合は、緊急ではありますが、民間の

道路を利用し、消火活動等をしなければならないわけ

です。 

 そしてまた、除雪の件につきましても、市道ではな

いためか実施してくれないということで、周辺の住民

の不満が募っていることも事実であります。 

 ことしの雪は、例年になく積もったせいもありまし

ょうが、実を申しますと、除雪をしてくれないという

ことで、私自身も住民の方々から激しい口調でお叱り

を受けた経緯もございました。どうかこれらのこと等

から考えあわせ、事務処理等を早期に済ませ市道認定

をすべきと思いますが再度お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  ただいま市道通称大久保団

地内の道路市道認定の件でございますが、今現在、事

業者のほうから聞いておりますのは、用地の一部、こ

れ流末のことになりますけど、側溝の 後のほうです。

後のところの方の相続登記、今これをやっていただ

いているところだというふうに聞いております。この

相続登記が完了すればですね、市のほうに移転という

ことになってすぐ市道認定の事務に取りかかれると思

いますので、今現在その土地の所有者の方の相続登記

が終わり次第、すぐ進め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）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  木ノ下議員の質問に関連して、

何点かお伺いいたします。まず質問項目１番の総合防

災公園整備事業についてでありますけども、防災公園

整備事業見直しについては、昨日来、さまざまな議論

が交わされたところでありますけども、見直しの内容

ですけども、さきの５月26日の議員全員協議会での説

明では、社会資本整備総合交付金事業費18億ですか、

18億円で多目的グラウンドを２カ所、駐車場１カ所、

そして園路、園内の道路ですね、の一部、これが３期

にわかれておるわけですけども、１期分を執行すると

説明があったと私は認識しておりますけども、今議会

での説明では、社総交、いわゆる社会資本整備総合交

付金ですか、この18億円の交付金を大崎から福祉の村

への道路整備を優先して行いたいということから、平

場整備は、たしか１カ所整備するというように受けと

めましたけども、以後は国の予算の動向、あるいは都

市計画マスタープラン、あるいはみどりの基本計画の

策定等により検討すると。さらには市民の意見を聞き

ながら調整をし、進めると受けとめましたけども。園

路の道路の一部整備計画から全線整備すること、あれ

は全線整備しなければ意味がないわけですけども、全

線整備することになりますと、平場整備の予算が窮屈

になるんじゃないかなと思われますけども、現時点の

計画の予定として、平場が１カ所整備されるのかある

いは２カ所整備されるのか、またその面積。またこと

しはかねてから強く要望しておりますけども、芝生化、

これも芝生化になるのか。駐車場についても、どのよ

うになるのか、再度お伺いをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  防災公園についてご質問い

ただきました。今現在測量それから詳細、実施設計に

ついて発注する準備を進めておるところでございます。

これができてきますと、事業費、だいたいの事業費が

まずできてくるものかなと思っております。現在捉え

ているのは、前言いましたように２カ所程度の平場は

できるのではないかという考え方でございまして、そ

こは議員もおっしゃいましたとおり芝生化を予定して

おるところでございます。ただ道路につきましてはで

すね、全線、ちょっと予算が足りないと今思っており

ます。今のところ、そういうふうに捉えております。

足りない部分につきましては、この事業第１期が終わ

った後、何かしらの財源を求めて整備してまいりたい

というふうに思っております。以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  まあ道路についてはぜひ必要

な道路だと思いますので、そのように進めていただき

たいと思いますし、また久慈市はサッカー競技ができ

るような、芝生化したグラウンドというのがないわけ

ですけども、ぜひ平時には多目的に使用できるような

十分な広さを持った平場整備をしていただきますよう、

お願いしたいと思います。 

 次に６番の少子高齢化対策についてでありますけど

も、当市の人口が今後30年の間に40％以上減少し、先

般の新聞報道ですけども、日本創成会議の発表では、

久慈市の若年女性の減少率が61.9％というすごい高い
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数字になっております。50％以上減少する自治体は、

今後出生率が上昇しても、人口の維持が困難で、自治

体機能が消滅する可能性があるという厳しい結果が報

道されました。若い女性が減少すれば、子供も自動的

に少なくなってくる可能性があるわけですけども、遠

藤市長は子育て支援では周辺町村より補助レベルが低

くて子育てしやすい環境づくりがぜひ必要であると言

っておりますので、大いに期待しております。子供の

医療費助成ですけども、久慈市は小学校卒業までを対

象にしておりますけども、お隣の野田村ですけども、

野田村では高校卒業まで無料になっております。それ

から、女性の妊娠中に感染すると赤ちゃんに障害が出

る可能性が高いといわれております風疹予防接種です

か、これについても洋野町では全額助成というのが報

道されております。若い人たちが安心して子供を生み、

しかも子育てしやすい環境づくりにするためにも、早

急に取り組むべきと思いますけども、当市の状況と対

策についてお伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまのご質問でございま

す、子供の医療費については久慈市は現在小学校終了

時までということで、野田村はご指摘のとおり高校生

まで無料という扱いになっております。今回の６月補

正の予算検討に当たりましても、どこまで拡大できる

かという可能性を探ったのでありますけども、今回ご

提案しておりますこの件につきましては、中学生まで

無料とさせていただきたいという予算のご提案をして

おります。高校生となりますと、やはり久慈市の場合、

対象人口が周辺町村よりは多いということがございま

して、所要額が非常に膨らむという担当課からの説明

もございました。私の気持ちとしては、周辺町村、

低限そこに劣らない基準までぜひ制度を持ち上げてい

きたいと思っておるんですが、そういった現在の久慈

市の厳しい財政状況、これは勘案せざるを得ませんの

で、今回はまずできるところを一歩前進という形で、

予算のお願いをしております。 

 今後につきましては、久慈市の財政状況を見ながら、

不要不急の事業、事業の見直しをしながら、財源をい

かに捻出するか、こういった作業をしながら、次の段

階でまた制度拡充をしたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  小学校卒業までから中学校ま

で延ばしていただくということであります。またさら

に延ばしていただきますよう、努力していただきたい

と、このように思います。 

 ちょっと前後しましたけども、限界集落についてで

あります。先ほどの答弁でありますけども、26年の５

月現在で、14地区あるという答弁をいただきました。

これはまだまだ進むのではないかなと思いますけども、

予備軍ですか、準限界集落状況についても、把握して

いるのであれば、お伺いをしたいと思います。 

 また 近お話を聞きますけども、限界集落について

は郡部だけにとどまらず、街なか、商店街、こういっ

たところにも限界集落現象があるというようなことを

よく耳にします。これらに対する対策についてもお伺

いをしたいと思います。 

○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）  まず準限界集落でご

ざいますが、平成20年の３月末でありますと、市全体

で39ございました。それが26年の５月末でありますと、

市全体ですと62というふうにふえております。また、

お話のありましたように、街なかのほうにつきまして

は、限界集落はございませんが、準限界集落が、実は

26年５月末ですと、八日町、十八日町、二十八日町、

新町、巽町、本町、というような形で、今の中心市街

地の大部分が、準限界集落という数字になっておりま

す。またいろいろな対策を今後していかなければなら

ないことでありまして、まあこの問題はもちろん久慈

市だけのものではなくて、全国至るところで発生して

るし、これからも発生しつつある問題であると考えて

おりまして、市としても真剣に考えていかなければな

らないと思っていました。そういう部分におきまして

は、その集落集落ごとにそれぞれの事情等があります

んで、その事情に応じまして行政として何ができるか、

そしてどのような方法がとれるのか、そういう部分、

地区住民と一緒に考えていかなければならないものと

考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  今あのお話してびっくりしま

したけども、何年かのうちで倍近くに限界集落地がふ

えていると、さらに驚いたことには、中心市街地が全

部限界集落に近づいているということであります。こ
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れらの対策ですけども、それぞれの地域の特徴を生か

しまして、例えばわらびとか、山菜の里とか、そうい

った形で、何て言うの、そばの生産とか、農業コミュ

ニティみたいなのをこう編成して、あるいは街なかで

あれば商店街のコミュニティ、それから先ほどの農水

産業の振興の中でも話が出ましたけども、漁家の中で

もおそらく後継者不足等で同じような現象が出てきて

るんじゃないかなと思うわけですけども、こういった

漁業コミュニティといった、こういったものをこう基

礎となるように、行政がもっと積極的に地域に入りま

して、何かいい特性を見つけ出して、強い支援策を早

目に進めていかなければ、限界集落どころか消滅集落

になる可能性が高いんじゃないかなと思いますけども、

再度ご所見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  この限界集落の増加の問題で

ございますけども、基本的な解決策としては、若年層

の地元定着をいかに図るかということだと思っており

ます。昨今あの復興需要等もございまして、求人が地

元でふえておるんですけども、企業の皆様にお聞きい

たしますと、求人を出してもなかなか、特に若年層、

応募がない。人がほしいんだけども、希望が出てない

と。従来から久慈市におきましては、特に首都圏に就

職する若者が多い状況なんですが、これがこういう復

興需要で求人がふえている状況の中でも、地元に希望

を出さないという若い方があいかわらずだということ

をお聞きしております。このためには、高等学校との

調整をしていかなければいけないと思っておりますが、

さらにその親ごさんの世代としてもですね、１回は外

に出ていいんじゃないかという方が多い傾向があると

いうふうに職安の方からも聞きまして、やはりその一

緒になって、自分の子供たちや、あとはその集落の子

供たちですね、地元の就職口があるのであれば、そこ

に残って久慈のために頑張ると、そういうふうな気宇

を増勢していかなければいけないと思っています。こ

れは就職だけではなくて、若い方の起業家も、自分で

事業を興すと、そういった方々もふやしていかなけれ

ばいけないと思っております。ともすると、若い方か

らは、久慈市はどうも、いろんなサービス面含めて魅

力に乏しいというご意見を私もお聞きしているんです

が、そういう意味ではまち全体が魅力のあるまちにな

るように、これはつくっていかなければいけない、魅

力をつくるためには単に就職だけの問題ではなくて、

医療、介護から教育から幅広い分野に取り組んでまわ

らなければならないんで、非常に大きな問題、難問で

はあるんですけど、そういったものを取り組みながら、

地元に若者が残りたくなる、そういう気運の醸成にも

努めていかなければならないと思っております。中心

商店街が限界集落化しておりますのは、住居と店舗が

別になるという傾向が非常に進んでおりますので、商

店街には高齢化した両親が住んで、息子世代、子供た

ちの世代は、住居が別ということの結果ですね、こう

いう状況になっておりますので、コンパクトシティと

いうお話もあるんですけども、こういったものについ

ても、それぞれの町内会の皆さんと話し合いをしてい

きながら、自分たちの町内、集落をどう守るかという

のを、一緒に考えていかなければいけないというふう

に考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  次に、野球場についてですけ

ども、教育行政について取り上げておりますけども、

まず市長にお伺いしたいと思います。といいますのは、

市長はきのう防災公園内の野球場建設にかかわっての

答弁でありますけども、野球場は別の場所に、総合運

動場に併設したものを考えているというご答弁をされ

ておりました。これには防災公園に劣らぬ多額の建設

費が見込まれると思われますけども、久慈市はスポー

ツ施設がばらばらに点在していますので、さまざまな

競技大会等に支障を来している現実があるわけです。

市長はこの総合運動場、野球場を併設したものという

ようなお話がありましたけども、どのようなものを想

定したお話だったのか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  野球場建設に絡んでのご質問

でございます。現在市営球場は撤去時期が決まってお

りますので、これについては次の計画を定めなければ

いけないと思っております。ただいま澤里議員からご

指摘ありましたように、施設が分散している状況にご

ざいますので、駐車場含めて管理上も経費が非常にか

かると、使い勝手が悪いというご指摘がございますの

で、そういった面でやはり集中して整備すべきであろ

う、そのほうが効率的ですし、経費的にも維持管理費

も低減できるだろうと思っております。ただしかし問

題は、先ほど来ご指摘がありました、人口減と若者が
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特に減っていくと、これからさらにその傾向が強まる

と、久慈市の財源は厳しくなっていくと、こういった

状況もあわせて慎重に検討しなければいけないと思っ

ております。野球場建設、総合運動場建設、公園整備

といたしますと、莫大な財源が必要になりますが、そ

の財源についても、どういう対応をするか、これにつ

いても同時並行で慎重に検討しなければいけないと思

っております。なかなかこう、簡単にいくという状況

ではないんですが、ただ整備する以上は、一旦整備し

ますと、40年50年使い続けますので、条件のいいとこ

ろに、いかに経費を低減して、皆様に使い勝手がよく

て、将来の維持管理費、維持経費も低減できる、そう

いった要素をあわせ、検討していかなければいけない

というふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  後に１点、教育長からお伺

いしたいと思います。今の野球場建設に関しましてで

すけども、まあいろいろ、これまで６カ所の候補地に

挙がったまま進まないという状況が続いているわけで

す。今、市長のほうからもお話がありました、きのう

ですか、教育長のほうからもお話がありましたけども、

やはりこの野球場に関しては、関連施設があったほう

がいいというようなことをお話しておりました。私は

率直に、いずれ学校施設も利用できるような場所が適

地じゃないかなと思われますけども、そういった意味

では長内中学校のある南田地区が 適地じゃないかな

と思うわけですけども、そろそろ候補地を絞ってはい

かがでしょうか。お伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  教育委員会といたしまして

も、新野球場につきましては、非常に重要なことと考

えております。先ほど申し上げましたが、当市のス

ポーツ振興、そして推進のためには非常に重要な施設

であると。ただ先ほど来、市長も答弁しておりますけ

ども、莫大な財源がかかることでございますので、市

長部局と協議しながら、場所等については今後慎重に

あるいは早急に検討しなきゃならないというふうに思

っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  それでは、関連質問をさせて

いただきます。そうですね、今の少子高齢化対策につ

いて延長みたいな形になりますけども、子供ができて

からの話はもちろん、いろんな対策手当をしてるとは

思います。ただその以前の問題、やっぱり出会いがな

いと、子供さんて生まれないのかなと、普通に考えて

も。それをもうちょっと進めていかないと、私自身が

まずいかなというふうな気がしてます。 

 商工会議所等でも、そういった出会いの機会を設け

る事業等も今年度やる予定なようですけども、いずれ

にしてもそういった部分を、行政と一体となって利用

しながら、もっともっと男女の出会いがある機会をつ

くっていくのが、私はまず先決じゃないかなというふ

うに思います。まず、その考え方について、お伺いし

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  出会いの場というの

は、これは重要なことだというふうに思っております。

出会いの場の創出のためのイベントについては、各種

団体等が実施する場合は「いきいき岩手支援財団」と

いうのがございますが、そこでも実施しておりますし、

またそういうふうな財団が支援する場合のＰＲについ

ても、市のホームページで行っております。また昨年

５月に県及び市町村で構成する岩手結婚支援ネット

ワーク会議というのが結成されておりますが、これら

とも連携しながら対応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）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  いろんな事業等があるのは、

そういう部分については、積極的に、行政としても利

用しながら取り組んでいただきたいなというふうに思

います。それと連動しますけど、人口が減るというこ

とは先ほど澤里議員も言いましたけども、将来久慈市

がなくなると、極端な言い方をすれば。そういう危惧

を私は持っています。これは久慈だけじゃなくて県内

どこも、国内全体です。やはりそういった部分を考え

ると、そら恐ろしいなと。国が下手すればなくなると

いうことですので、そうならないために、やっぱり今

のうちから、若い年代というかな、小学生中学生を対

象でもいいでしょうし、やっぱり人口があるからこそ、

こういうふうな部分ができることも、教育の一環とし

て取り入れてもいいんじゃないかなというふうに考え

ますけども、これはどっちの答弁になるかわかりませ

んけども、考えをお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 



－105－ 

○総合政策部長（一田昭彦君）  人口減の問題につき

ましては、これも全庁的な視点で、この人口減少の問

題についてそれぞれ課題を共有し、危機感を持って各

部、各課ばらばらでなく、目標を持って取り組むべき

ものと考えております。そして、それぞれの部署ごと

に考えられる事業、施策などをしっかりと連携をとっ

て取り組んでいかなければならないと考えています。

なお、現在全職員を対象に人口減少対策にかかるアン

ケートを実施しておりまして、まずは職員自体が、ど

ういう部分ができるのか、どういう施策が考えられる

のか、まずそういう部分でもいろいろ調査しながら考

えていきたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  中平議員ご指摘のとおり、私

も市の運営を考えた場合に、この人口がどんどん減っ

ていくと、特に若い方が減っていく。相対的に高齢者

の方の世帯がふえていく。これが一番の問題だと、課

題だと思っております。それを、そういう今の挙げら

れております数字は、このままいけばという前提条件

付きだと思っておりますので、久慈市がそうならない

ようになるためには、雇用をどうするか、教育をどう

するか、医療をどうするか、介護を、女性の社会参画

をどうするか、子育てをどうするか、若い方の出会い

の場をいかにつくるか、そこから出てくる課題だと思

っておりますので、根っこは今の点だと思っておりま

すので、職員には今のようにアンケート、課題を出し

ているんですけども、議員の皆様からも積極的なご意

見ご提言をいただきながら、しっかり取り組んでいか

なければいけない、 重要課題だと認識しております。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  いや、本当に冗談抜きじゃな

くて、こういう部分に関しては将来のことですから、

私は本当に真剣に取り組んでいかなければまずいなと

いうふうに考えています。また、それに連動する形に

なりますけども、例えば農林水産の後継者不足等につ

いても、先ほどちらっと市長もふれましたけども、や

はりそういった事業に携わる若い人たちがいないと、

どんどんどんどん都会のほうにいってしまうというこ

とになります。じゃあ何が原因かとなると、例えば漁

業でもそうなんです。ことし小女子がほとんどとれま

せん。全くゼロといっていいぐらい。ということは、

異常気象も原因かもしれませんけども、そういった一

次産業等に携わる若い人たちがどんどん離れていくと

いう現象だと思います。だからそのために私は、きち

っと、例えばことし小女子がとれない部分は、じゃあ

行政のほうで何か支援策があるのかどうか、ある程度

収入源が確保できるような形にしていかないと、生活

できるような形にしていかなければ、とてもじゃない

が、若い人たちに残って漁業やってください、農業や

ってくださいって言っても、無理です、正直に言って。

やはりそういった部分をきちっと考えてやっていくこ

とが私は必要じゃないかなというふうに考えますけど

も、考えをお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの点につきましては、

先ほどもご答弁いたしましたとおり、後継者対策とし

て 大の要件としましては、生活のめどが立つかと、

経営の安定が図れるかどうかという点だと思っており

ます。所得補償につきましては、これは久慈市単独で

はなかなか厳しいのも現実なんですけども、ほかの漁

業集落、市町村におきましては、複合経営とか、久慈

市はなかなか地理的、地形的な条件から、養殖になか

なか取り組めないと。現在、湾口防波堤が進めば、そ

こを静隠海域として使える。ただそれについてもまだ

まだ先の話ということになっていますので、そちらの

検討も進めながらなんですけども、久慈市としても国

に対して所得の安定化、これについてはさらに要望し

ていかなくちゃいけないと思っておりますが、例えば

漁業につきましても、漁業関係の団体、それぞれの形

態をいかにして、地元に若い人を残すか、新規参入を

促せるか、こういうのを一緒になって、取り組んでい

かなければならない、これも大きな問題だと思ってお

ります。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  本当にこれも、笑ってられな

い問題ですから、一緒に考えながら取り組んでいきた

いというふうに思います。産業振興の中心市街地活性

化、きのうも大分議論等がされましたけども、私きの

うからもこう聞いて思ったのが市長がどういうふうな

形で、この中心市街地活性化をやりたいというビジョ

ンていうのかな、感覚っていうのかな、私はこうやり

たいですから皆さん方どうですかというふうなあれが

何か見えてこないと。アンケート調査やる、じゃあど

んなアンケート調査なんですかというのも見えてこな
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い。だから、やはり市長みずからも、私はこういうふ

うな形でやりたい。じゃあ皆さん方どうなんですかと

いうリーダーシップをある程度発揮しても、私はいい

のかなというふうに考えますけども、市長どうですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの駅前の再開発の関

係でございますけども、私なりにこういったものは必

要だろうというビジョンを持っておりますけども、そ

の前にまず意見を集めてということを思っております。

終的には絞っていきますので、決めさせていただき

ますけども、市長がこれをやりたいので、これでする

という形ではなくて、私としましては、その私の考え

も含めた、今そのプランを、内部で検討しております

ので、それを提示いたしますので。ただそれを、複数

お示ししたいと思っております。それに対してのご意

見を広く頂戴したいと思っております。 終的には決

めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  何個か出しながらということ

ですので、それをお待ちしてますので。それとですね、

直接産業振興というか、この中心市街地には関係ない

かもしれませんけども、この三陸ジオパークとか、海

女センター、観光的な部分になります、「あまちゃ

ん」が盛んに取り上げられて、去年からことしにかけ

てやっていますけども、私はですね、もちろんジオ

パークや「あまちゃん」もいいんでしょうけども、三

船十段、この認知度というのは結構国内ではあります。

なかなか皆さん方三船十段というのは忘れがちになっ

てますけども、国内で見ると、かなりの認知度になっ

ております。やはりそういった「あまちゃん」だけで

なくジオパークだけでなくて、もっと久慈にも偉人と

いわれる方々いらっしゃいますので、そういった方々

を取り上げながら、連動しながら、観光振興っていう

かな、まあ中心市街地も含めてなんですけども、活性

化のためにつなげたほうがいいのかなというふうに考

えますけども、いかがでしょうか。 

○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）  観光振興の部分で、

そういった三船十段先生を十分にＰＲしながら、全く

そのとおりだと思っております。新しい復興国立公園、

あるいはジオパーク、それからトレイルなどもありま

すけども、もともと久慈市にあります素材というもの

も、全国的にレベルの高い素材だと思っております。

三船十段先生もそうですし、山根温泉、それから久慈

渓流、それから平庭高原など、いろいろあるわけです

ので、そういったのを連携させながら取り組んでまい

りたいと思っておりますので、積極的に取り組んでま

いりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  三船久蔵先生。久慈の生んだ

本当に偉大な方でございます。２年後には柔道の国体

会場にもなりますので、これについてもですね、どう

いうふうにやるべきか、今内部で検討をしております。

ぜひ、柔道のまち久慈を全国に売っていきたいと思っ

ております。交流人口は観光だけではないと思ってお

りますので、スポーツを通じておいでいただいて、経

済的な振興も図ってまいりたいと思っております。あ

わせましてタマシン・アレン先生、いらっしゃいます

が、その記録関係がですね、なかなかこう、どこに行

けば、という話がよくありますので、昔になりますと、

久慈の遺跡のそういったものを収集はしてあるわけで

すけども、実際それが市民の皆様に触れる機会がない

というのも大きな問題だと思っておりますので、そう

いったものも含めて、地元の皆さんだけではなくて観

光でおいでになった方にも見ていただけるようなそう

いったまちづくりも、先ほどの中心市街地の計画の見

直しとあわせてですね、これをぜひ取り組んでいかな

ければいけないと思っております。難問山積、課題山

積なんですが、そこのところを何とかですね、組み合

わせていけないかなというふうに、今考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  再度なんですけども例えば、

三船久蔵先生、アレン先生もいいんですけども、私そ

れとはまた別個になりますけども、ついこないだ監査

で弘前市とか、その前が奥州市さんとか行ってきまし

たけども、感心するというのが、これはお酒飲むから

そう思ったのかもしれませんけども、弘前市さんでは、

弘前の探偵ていうのかな、弘前の探偵ていうのも変な

んですけども、わざわざこういったのをですね、自分

たちが発案して、弘前の飲み屋さんを連れて歩くと、

極端に言えばですよ。まあ例えば、路地裏探偵団てい

うんですけども、飲み屋さんとかいろんなところを、

普段観光客が行かないようなところを、観光客を連れ
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て歩くというふうな取り組みを、弘前市さんではやっ

ています。なおかつ今度奥州市さんだと、奥州市の市

長と話はしましたけども、奥州市でお酒を飲むときは、

安心して飲めます。どこのお店に入っても安心できま

すから、十分楽しんできてくださいと言われました。

私が飲むからそういうふうにこう、いいほうにとった

かもしれませんけども、やはりそういうふうな形で、

観光客等が来た場合でも、きちっと安心できるまち、

どこに行っても、極端に言えば怖いところがないよう

に、いうふうな形をつくっていくこともですね、私は

観光の一環じゃないかなと、誘客の一環じゃないかな

というふうに考えますけども、そういった部分の考え

についてお伺いします。 

○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）  議員ただいまご紹介

いただいた部分、大変大切な部分だと思っております。

やはり観光客の皆さんは初めて久慈に来る方、そうい

った方も多いわけでございます。安心して飲んだり食

べたりできることが、非常に大きな久慈市のＰＲ、ア

ピールにもなると思います。そういったことですので、

そういったものも取り入れて、取り組んでまいりたい

と思います。いろいろ、関係各課等とも、協議しなが

ら、そういった部分、関係団体とも協議しながら進め

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）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  いや、もうこちらは終わりま

す。 

 教育委員会のほうで、教育長。まあきのうも出まし

たけども、いじめ問題です。まあ私もよく把握はでき

ませんけども、いじめの発生件数というのかな、この

件数というのが本当の数字なのか、私疑問符を感じて

おります。学校から挙がってきた数字じゃないですか。

本来であれば、学校というのは先生方含めて自分たち

の悪いところは隠したいはずなんですよね。できるだ

け。だから本当の実態とこの数字があってるかどうか

というのが、私は疑問符を持ちますし、なおかつ今の

いじめの形態というのは昔と違うんですよね。携帯を

持って、私はよくわかりませんがＬＩＮＥかなんかで

悪口なんかを言ったりして、それがいつの間にかいじ

めになってるというのも結構あるようです。やはりそ

ういった部分を含めながら、教育委員会としても学校

の言うことをうのみにするんじゃなくて、もっと突っ

込んで、実際はどうなんだというふうなことを私は確

認していかないと、将来の子供たちのためですから、

これは。きちっと対応すべきだと思いますけども、教

育長のお考えをお聞かせください。教育長の考え。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  先ほどの調査の件でござい

ますが、調査につきましては、学校からの調査だとい

うのももちろん基本になろうかと思います。ただ教育

委員会では、学校以外から電話等で連絡等がある場合

もございますし、知らせてくれる場合もございます。

そういう場合には、すぐに学校に問い合わせてですね、

対応をしております。なお新しいいじめ対策の法律が

できまして、いわゆる重大事態等に関しましては学校

だけに任せず、教育委員会等も入って、対応すること

にしております。いずれ、いじめ問題というのは現在

非常に重要な、重要な問題でございますので、先ほど

のお話にもありましたけども、表に出ない、いわゆる

メールとかですね、あるいは携帯等に関わるいじめ等

についても、いろんな形で実態を把握しながらいじめ

を解消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。 

 この際、昼食のため、休憩いたします。再開は午後

１時15分といたします。 

    午後０時11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15分   再開   

○副議長（下舘祥二君）  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。次に、政和会代表、小倉建

一君。 

    〔政和会代表小倉建一君登壇〕 

○15番（小倉建一君）  政和会の小倉建一でございま

す。政和会を代表し、山積する市政の諸課題について、

市長並びに教育長に対し、一般質問を行います。 

 質問に入る前に、３月の市長選挙におきまして、多

くの市民の支持を得て新市長となり、就任直後から精

力的に職務を遂行しております遠藤市長に敬意を表さ

せていただきます。 

 今後とも山積する諸課題に確実に果敢に立ち向かっ
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ていただきますよう大いに期待するものでございます。 

 それでは、通告に従い、順次質問いたします。 

 まず、 初の行政組織の見直しについては、２点お

伺いします。 

 組織見直しにより組織をスリム化し、組織ごとの連

携を強化し、決裁のスピードアップを図り、 小経費、

大効果を目指すべきであります。組織の見直しにつ

いては、どのように考えているのかお伺いします。 

 ２点目は、職員の職名についてであります。 

 職名が複雑で、市民にはわかりづらいという声も聞

いております。市民とも協力関係を深めるためにも、

わかりやすい職名のほうがいいのではと思っておりま

す。市長の考えをお伺いします。 

 次は、国際交流についてお伺いします。 

 柔道の国際化に尽力した三船久蔵十段の出身地とし

て、柔道のまちを標榜する当市と全日本柔道連盟の仲

立ちにより、ドイツのケーニヒスブルン市と平成13年

から柔道交流をしておりましたが、平成15年の市長選

挙後、ケーニヒスブルン市長の交流継続の強い要望が

あったにもかかわらず、一方的に打ち切った経緯があ

ります。 

 2020年の東京オリンピック開催では、東北地区での

各競技の合宿も検討されております。ドイツは、柔道

も強い国で、東京オリンピックに出場可能な国であり

ます。この際、交流が途絶えておりますケーニヒスブ

ルン市との柔道交流を復活させ、柔道のまちづくりに

生かすべきであります。考えをお伺いします。 

 質問項目３は、当市の財政状況についてであります。

現在の状況について、わかりやすく具体的にお示し願

います。 

 次に、避難道路等についてお伺いします。 

 計画にある長内、久慈湊地区避難道路整備事業と避

難タワー整備事業の進捗状況についてお示し願います。 

 質問項目５番の防災公園整備事業については、２点

お伺いします。 

 １点目は、これまでの計画書にある多目的グラウン

ドの中に新野球場建設も考えられていたのか確認させ

ていただきます。 

 ２点目は、計画見直しのためにも大変重要である、

現計画の進捗状況と今後の整備方針についてお伺いい

たします。 

 次に、ふるさと納税についてお伺いします。 

 寄附金を通じて久慈市を応援していただくふるさと

納税は、大変いい制度であり、積極的に取り組むべき

だと思っております。これまでの具体的成果と今後の

取り組み方針についてお示し願います。 

 次は、合併特例債についてであります。 

 新市建設計画の中では夢ネット事業が基幹事業とし

て合併特例債活用事業でありましたが、現在は中途で

中止という状況であります。現在の当市の合併特例債

の活用状況と今後の活用方針についてお示し願います。 

 質問項目８番は、市民との協働のまちづくりについ

てであります。 

 これまでも市民との協働のまちづくりにより、生活

道路等の整備がなされてきております。遠藤市長もこ

の市民との協働のまちづくりには積極的に取り組むも

のと思っておりますが、今後どのように進めていくの

か、お考えをお伺いします。 

 続いて、ボランティアサポーターについてお伺いし

ます。 

 岩手県、あるいは他の市町村では、特産品や観光情

報ＰＲのため、観光親善大使という職名でゆかりのあ

る方々からご協力いただいているようであります。 

 当市でも、企業誘致、観光振興や特産品販売等にボ

ランティアで協力いただく市内外のサポーターを募集

登録し、活躍していただくべきだと思いますが、考え

をお伺いします。 

 質問項目10番、太陽光発電については、３点お伺い

します。 

 １点目は、現在導入を進めている久慈地区拠点工業

団地の進捗状況についてお伺いします。 

 ２点目は、市が貸すことになっております平沢の平

米単価をどのように設定しているのかお伺いします。 

 ３点目は、太陽光発電事業者、土地提供者に対する

支援策を講じ、他市町村との差別化を図るべきと考え

ますが、その考えはないかお伺いします。 

 次は、交通安全対策についてであります。 

 宇部地区の国道等におきまして、復興関係工事車両

の通行量が増大し、広報活動等の交通安全対策が必要

であります。対策等のお考えをお伺いします。 

 次の放課後児童対策については、今後の施設整備計

画の基本的考え方についてお伺いします。 

 質問項目13番は、木質バイオマス活用推進事業につ

いてお伺いします。 
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 補正予算に計上されております木質バイオマス活用

推進事業は、複合事業として林業振興、農業振興、雇

用対策の面からも大変期待できる事業であります。こ

の事業にかける市長の抱負、考えをお伺いします。 

 次の観光振興については２点お伺いいたします。 

 １点目は、おくれております海女センター建設の進

捗状況についてお伺いします。 

 ２点目として、観光振興及び復興のため、小袖地区

に番屋を整備すべきと思いますが、考え方をお伺いし

ます。 

 次は、第２期中心市街地活性化基本計画についてで

あります。 

 昨年の11月、市政調査会において、市当局から説明

を受けておりますが、その後の状況についてはほとん

ど不透明であります。進捗状況、見直し検討状況、今

後の整備方針についてお伺いします。 

 質問項目16番は復興道路についてであります。 

 三陸沿岸道路、元木沢地区の道路構造を近隣住民の

声を聞き、盛り土構造から高架構造に変えるべきであ

ります。市の考えをお伺いします。 

 次の市道整備につきましては、４点お伺いします。 

 １点目は、１級路線川又橋場線の整備計画について

お示し願います。 

 ２点目は、間木平線及び小国線の整備進捗状況につ

いてお示し願います。 

 ３点目は、小久慈線けやきの里付近の歩道を整備す

べきと思いますが、その計画についてお伺いします。 

 ４点目は、二子小袖沢線筆界未定地の地権者の了解

が得られれば、上長内平沢線と同様の手法で路線改良

整備ができるかどうかお伺いします。 

 次の質問項目18番から21番については、教育長から

お伺いします。 

 まず、市内各小中学校の経営状況認識についてであ

ります。 

 既に、市内全小中学校を訪問したことと思いますが、

経営状況等についてどのように捉えているのかお伺い

します。 

 次の山形地区スクールバスについては、更新計画に

ついてお伺いします。 

 質問項目20番は、久慈城址公園整備についてであり

ます。この久慈城址公園整備は、児童生徒が郷土の歴

史を知る上でも、また盛岡二戸方面からの観光客受け

入れの市街地 初の観光施設としても重要であり、早

期に整備すべきであります。進捗状況についてお示し

願います。 

 後に、新市営野球場整備についてお伺いします。 

 久慈は、野球熱の高い土地柄という話が市内外でも

よく言われておりますが、このことは市長も教育長も

ご存じのことであります。これまでのやり方では、平

成30年には試合のできる野球場が市内になくなってし

まうということから、早期整備が喫緊の課題でありま

す。新野球場整備のための進捗状況についてお示し願

います。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  政和会代表、小倉建一議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、市役所の組織のスリム化、決裁のスピード

化、組織見直しの考え方についてお答えを申し上げま

す。 

 まず、組織のスリム化、決裁のスピード化について

でありますが、近年、組織の改革、改善が求められる

中で、副市長を２人制から１人制に改めたところであ

り、今後も行政サービスの向上を図るとともに、さら

なる効率化・スリム化、決裁のスピード化に取り組ん

でまいります。 

 また、組織の見直しについてでありますが、現在、

各部等において所管する業務内容などをもとに必要な

組織の改編等について検討を進めているところであり

ます。 

 今後、その内容をもとに、必要に応じて組織の見直

し等についての検討を行ってまいります。 

 次に、職員の職名についてでありますが、繁閑期の

職員配置の硬直性など、係制が抱える課題などを解消

する目的で、平成17年４月１日からグループ制を導入

したことに伴い職名を変更したものでありますが、ご

指摘の点につきましても今後検討してまいります。 

 次に、国際交流についてお答えいたします。 

 柔道のまちとして全日本柔道連盟の仲立ちによりま

して柔道交流をしておりましたドイツのケーニヒスブ

ルン市との交流を復活し、柔道のまちづくりなどに生

かすべきとのご質問でありますが、平成13年当時、当

市におきましては、国際柔道大会を開催していたこと、
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またケーニヒスブルン市からの希望もあり、関係者に

よるお互いの市の訪問や、柔道訪問団の受け入れなど

を実施したところであります。 

 今後、市におきましては、平成28年に国民体育大会

柔道協議を開催し、32年には東京オリンピックが開催

される予定であることから、この機会を捉え、子供達

が柔道競技を目指していくような事業につきまして、

外国の都市との柔道交流も含めて検討し、柔道のまち

づくりをさらに推進してまいります。 

 次に、財政状況についてお答えをいたします。 

 平成24年度決算による主要財政指標は、経常収支比

率が84.6％、一般財源比率41.5％、自主財源比率

27.2％、財政力指数0.37などとなっており、自主財源

が乏しく、財政構造の硬直化が進行している状況にあ

ります。 

 また、実質公債費比率が15.6％、地方債現在高268

億71万7,000円、将来負担比率157.4％となっており、

地方債償還など将来にわたって厳しい財政運営を強い

られるものと認識しております。 

 さらには、地方交付税に係る合併算定がえについて、

平成28年度からは一本算定に向けた移行期間となり、

毎年度１億円超、５年後の平成32年度には７億円程度

の減額交付となることが見込まれるところであり、こ

れに見合う経常経費の削減が喫緊の課題であると捉え

ております。 

 なお、今議会にご提案申し上げております平成26年

６月補正予算時点での財政調整基金残高は、15億

8,757万3,000円、市債管理基金残高は８億9,197万

8,000円となっておりますが、県内各市との比較にお

いては依然として 下位クラスにあるものと認識して

おります。 

 次に、長内、久慈湊地区避難道路及び避難タワー整

備事業の進捗状況についてお答えをいたします。 

 まず、避難道路の進捗状況についてでありますが、

避難道路は、長内地区に４路線、久慈湊地区に７路線、

あわせて11路線を計画しております。 

 長内地区の４路線のうち、発注済みの２路線は平均

80％の進捗率となっており、残り２路線は現在用地交

渉中であります。 

 また、久慈湊地区の７路線のうち、発注済みの５路

線は平均60％の進捗率であります。未発注の２路線は、

鉄道の近接工事が必要であることから、現在東日本旅

客鉄道株式会社盛岡支社と協議を進めているところで

あります。いずれの路線につきましても、早期完成に

向け、鋭意取り組んでまいります。 

 次に、避難タワー整備事業の進捗状況についてであ

りますが、津波襲来時における 終的な緊急避難施設

として有効であると考え、これまで施設の基礎的な条

件の把握、事例の調査、仕様などについて、比較検討

を行ってきたところであります。 

 今後におきましては、その結果を踏まえて地区説明

会を開催し、地元住民の皆様のご理解を得ながら、事

業を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、総合防災公園整備事業についてお答えをいた

します。 

 総合防災公園は、その計画に当たりまして、将来の

維持管理や利用計画についても同時に検討しており、

野球場などの整備可能な平場を想定していたと聞いて

おります。 

 今後におきましては、必要 小限の実施設計や用地

測量及び地質調査を進め、防災拠点の機能と一時的な

避難地としての機能を早急に確保してまいります。 

 次に、ふるさと納税についてでありますが、当市で

は平成20年度から実施しており、これまでの実績とい

たしましては、制度開始から平成26年５月末までの累

計で262件、約3,000万円となっております。 

 活用方法では、寄附者のご希望をもとに、人材育成

や産業振興、福祉の充実や環境の保全など、市政運営

の貴重な自主財源として活用させていただいてきたと

ころであります。 

 今後の取り組みといたしましては、昨日の日本共産

党久慈市議団代表、城内議員にお答えいたしましたと

おり、寄附金として応援をいただいた方々に、当市の

特産品などを贈呈する制度を新たに創設するほか、久

慈市出身者や「あまちゃん」を通じて久慈市を知って

いただいた全国の方々などへのＰＲを積極的に行って

まいります。 

 次に、合併特例債の活用状況と今後の活用方針につ

いてでありますが、市総合計画に掲げる推進事業のう

ち、合併時に策定した新市建設計画が目指す、市の一

体性の速やかな確立、均衡ある発展や住民福祉の向上

を実現するため、特に必要な事業に活用してきたとこ

ろであります。 

 平成18年度から平成26年度末までの９年間の充当実
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績及び見込み額は、学校給食センター改築事業、下長

内旭町線整備事業、久慈小学校改築事業ほか地域コミ

ュニティ振興基金への積み立てなど、16事業で合計約

51億円となっております。 

 この合併特例債は他の地方債と比較いたしまして交

付税算入率が高く、有利な地方債であること、また、

合併特例債の発行可能期限が平成37年度まで延長とな

っておりますことから、今後新市建設計画の見直しな

ど所要の改正を進め、より効果的な活用を検討してま

いります。 

 次に、市民との協働のまちづくりについてお答えを

いたします。 

 これまで市におきましては、市と各地域が協働で行

う市民協働道路維持補修事業の実施や、町内会などで

組織する自主防災組織への支援、町内会などへの公的

施設の指定管理など、協働による事業の推進に取り組

んできたところであります。 

 今後におきましては、これまで実施しておりました

市政懇談会に加えて、地域の現状や課題について、地

域の皆様と率直な意見交換を行う座談会などを開催し、

地域の課題や情報を共有するとともに、地域コミュニ

ティの形成、子育ての問題、除雪など、地域地域で抱

えるさまざまな課題について、市民の皆様と行政が知

恵を出し合いながら、地域コミュニティの活性化及び

強化に向けて、ともに取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 また、地域コミュニティの意識醸成が図られるよう、

積極的に地域づくりの情報発信に努め、市民との協働

によるまちづくりを積極的に推進してまいります。 

 次に、ボランティアサポーターについてお答えをい

たします。 

 まず、企業誘致にご協力いただくサポーターについ

てでありますが、企業の誘致活動を進める上において、

当市とかかわりを持つ方からの情報は非常に有効であ

ると考えられ、過去にはふるさと会の役員をアドバイ

ザーに委嘱した経緯もございますが、改めてその効果

的なあり方を検討してまいります。 

 また、観光振興及び特産品ＰＲにつながる取り組み

といたしまして、昨年放映されましたＮＨＫ連続テレ

ビ小説「あまちゃん」の出演者や関係者の皆さんに、

久慈市の特別住民となっていただき、当市の特産品を

提供することとしているほか、一般社団法人久慈市観

光物産協会が久慈まめぶ親善大使として片桐はいりさ

んを任命し、まめぶ汁を中心に当市の魅力などを発信

していただいているところであります。 

 今後におきまして、当市のすぐれた食や観光資源な

どをさらに情報発信していくためには、ご提案のあり

ましたボランティアサポーターも有効な手段と考えて

おり、今後関係機関などと協議しながら、検討を進め

てまいります。 

 次に、太陽光発電についてお答えをいたします。 

 まず、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の進捗状況についてであります

が、昨日の清風会代表、髙屋敷議員にお答えいたしま

したとおり、 優秀企画提案者であります坪井工業株

式会社では、電力会社への接続検討申請を行っている

状況にあり、電力会社からの連系可能容量等の回答を

受けた後、事業に着手する予定としております。 

 次に、市が貸し出す土地の平米単価についてであり

ますが、市が岩手県土地開発公社から造成後の用地を

20年間の無利子の分割で取得することとしており、こ

の取得価格と同額で事業者に貸し付けを行い、取得費

を回収しようとするものであります。現行の試算では、

取得価格を約6,750万円と見込んでおり、１平方メー

トル当たりの単価に換算いたしますと年額75円程度を

想定しております。 

 次に、事業者、土地提供者に対する支援策について

でありますが、これは民間事業者の参入を促すため、

事業用地の紹介などをこれまで行ってきたところであ

りますが、全量売電を目的とする10キロワット以上の

太陽光発電設備等については支援策を設けていないと

ころであり、今後、他市町村などの状況を見ながら検

討を進めてまいります。 

 次に、交通安全対策についてお答えをいたします。 

 ご質問のありました宇部地区の国道などにおける工

事車両の増加につきましては、主に、現在、岩手県が

野田村で進めております復興関連道路の整備事業など

に伴うものであると捉えているところであります。 

 これに伴い、市では、地区住民に対し、去る４月１

日、行政連絡文書の配布によりまして、交通安全対策

について周知を図ったところであります。 

 また、工事車両が宇部小学校の通学路も走行するこ

とから、市教育委員会、宇部小学校及び工事関係機関

が協議を重ね、子供たちが工事車両とすれ違う区間を
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短縮するため、下校時の通学路を一部変更したほか、

学年ごとの集団下校、交通整理員の配置、徐行運転の

徹底など、児童への安全対策についても実施している

状況であります。 

 市といたしましては、今後におきましても必要に応

じて広報等による周知に鋭意努めてまいります。 

 次に、放課後児童対策についてお答えをいたします。 

 放課後児童対策、いわゆる学童保育の今後の施設整

備計画の基本的な考え方についてでありますが、今年

度、宇部小学校学区の保護者などからのご要望を踏ま

え、宇部地区への学童クラブの設立・準備に向けて、

今議会に補正予算を提案させていただいているところ

であります。 

 今後の学童保育所整備につきましては、本年度に策

定する子ども・子育て支援事業計画において学童保育

事業の需要見込みと供給内容などを定める必要がある

ことから、これら計画策定とあわせまして、地域の

ニーズや運営の見通しなどを踏まえて進めてまいりま

す。 

 次に、木質バイオマス活用推進事業についてお答え

をいたします。 

 本事業は、さきの新政会代表、木ノ下議員にお答え

いたしましたとおり、本市の重要施策として、民間事

業者が実施する木質バイオマス熱供給施設の整備に要

する経費の一部を助成しようとするものであり、地域

経済循環の創出や雇用の拡大などの波及効果にも大き

な期待を寄せているところであります。 

 また、地元企業・団体と連携を図り、熱利用メーン

の地域内完結型とした今回の取り組みは、農林業の振

興はもとより、今後、熱利用策の検討を深めることに

よりまして、新たな展開を期待できる事業であると考

えておりますことから、市といたしましても、関係機

関・団体などと連携を図りながら、積極的に支援を行

ってまいります。 

 次に、観光振興についてお答えをいたします。 

 まず、海女センター建設の進捗状況でありますが、

昨日の清風会代表、髙屋敷議員ほかにお答えいたしま

したとおり、４月７日に、くい基礎工事を先行発注し

たところであり、本体工事につきましては、６月９日

に工事請負契約を締結したところであります。完成は

11月を予定しているところでございます。 

 次に、小袖地区の番屋整備についてでありますが、

昨日の清風会代表、髙屋敷議員にお答えをいたしまし

たとおり、公益財団法人日本財団の支援事業により、

小袖定置網組合が実施主体となりまして番屋の整備を

進めており、来年３月に旧番屋の解体跡地に完成させ

る予定であると小袖定置網組合から伺っております。 

 また、小袖定置網組合では、当該番屋を従来の漁業

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

「小袖漁撈唄」などの伝承の場として活用する計画も

持っており、市といたしましても、小袖地区への観光

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ますことから、観光

振興及び復興のために 大限の効果が発揮されますよ

う取り組みに対して支援してまいります。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画についてお

答えをいたします。 

 第２期基本計画に掲載した事業につきましては、各

事業の実施主体及び実施時期に基づき、計画的に実施

することとなり、今年度実施予定の成功店モデル創

出・波及事業、観光交流センター魅力向上事業などの

ソフト事業につきましては、計画に沿って進んでいる

状況であります。 

 また、駅前拠点の整備につきましては、昨日の清風

会代表、髙屋敷議員ほか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たいと考えており

ますことから、見直しをするものであり、見直しに当

たりましては、幅広く市民のご意見を集約し、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。 

 次に、復興道路についてお答えをいたします。 

 元木沢地区の道路構造についてでありますが、三陸

沿岸道路は、震災後、平成23年11月にはおおむね10年

以内の完成を目標に、復興のリーディングプロジェク

トとして事業化されたところであります。 

 道路を計画する場合、切り土、盛り土が基本的に経

済的で安定した工法であることから、国におきまして

も、これらを踏まえ元木沢地区は盛り土構造で計画し、

現在、用地取得、物件補償が進められていると三陸国

道事務所から伺っているところでございます。 

 後に、市道整備についてお答えをいたします。 

 まず、市道川又橋場線の整備計画についてでありま

すが、本路線は全体延長10.5キロメートルのうち、約
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7.9キロメートルが改良済みであり、その進捗率は約

75％となっております。 

 現在、馬渡地区から横倉地区に向かって整備を進め

ているところであり、今後におきましても、引き続き

整備に取り組んでまいります。 

 次に、市道間木平線及び小国線の整備についてであ

りますが、この２路線は、現在整備中の市道川又橋場

線と接続して、山形町小国地区へ通じる路線であり、

小国地区と市街地を結ぶ道路として、また県道野田山

形線の代替路線として重要な路線と認識しております。 

 現在、市道川又橋場線の馬渡地区を工事中でありま

すが、この沿線は急峻で岩盤の多い地形であり、岩盤

掘削や河川護岸の築造等、多額の事業費を要しますこ

とから早急な進捗が図られない状況にあります。 

 市道間木平線は全体延長約4.7キロメートルのうち、

約2.7キロメートルが改良済みであり、その進捗率は

約57％となっておりますが、市道小国線は、未着手の

状況であります。 

 市道間木平線の未改良区間、及び小国線につきまし

ては、当面は、防護柵や退避所設置などの、安全対策

に努めるとともに、部分的な隘路箇所の解消に努めて

まいります。 

 次に、市道小久慈線けやきの里付近の歩道整備につ

いてでありますが、この区間は小久慈小学校や長内中

学校へ通学する児童や生徒の通学路となっており、そ

の整備の必要性については、十分認識しているところ

であります。 

 現在、小久慈町地区の交通安全対策につきましては、

市道上長内日吉町線の歩道整備を進めているところで

あり、その整備状況を見据えながら、市道小久慈線の

歩道整備についても取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、市道二子小袖沢線の筆界未定地に係る拡幅整

備の手法についてお答えをいたします。 

 当該路線の沿線には、現在、市で把握している数字

で、対象筆数76筆、地権者32名、総面積185.9ヘク

タールの筆界未定地があり、拡幅整備に伴う用地確保

が難しい状況にあります。 

 市道上長内平沢線との違いは、筆界未定地の筆数、

地権者数がともに多く、その境界線が入り組んでいる

ことが予想され、筆界未定の原因となった土地に、触

れないように拡幅工事を行うことは難しいものと捉え

ておりますが、今後ともその整備手法について検討を

進めてまいります。 

 以上で、政和会代表、小倉建一議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  政和会代表、小倉建一議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、市内全小中学校の経営状況についてお答え

をいたします。 

 ５月13日より約１カ月をかけ、市内22校の小中学校

を訪問し、各学校の平成26年度学校経営方針及び教職

員の状況等を確認してまいりました。 

 どの学校も昨年の評価を生かした経営方針をしっか

り示し、特色ある学校経営を行っておりました。 

 岩手県教育委員会が目指している目的達成型の学校

経営と学校・家庭・地域との連携・協働については、

全学校が「まなびフェスト」を作成し、知・徳・体お

のおのの指標目標を数値化し、達成に向けた取り組み

を行っております。また、家庭や地域でも取り組む事

項を明確に示して啓発するとともに、３者が一体とな

った取り組みを行っております。 

 教職員の人材育成においては、学校長のリーダーシ

ップのもと、主任層への効果的なアドバイス、授業改

善や生徒理解などの資質の向上を図るための指導がな

されていたところであります。 

 また、授業参観では、児童生徒たちの様子も拝見す

ることができましたが、どの学校も落ち着いた雰囲気

の中で学習に取り組んでおりました。 

 次に、山形地区のスクールバスについてお答えをい

たします。 

 スクールバスについては、整備点検及び修理等を適

正に行い、良好な走行性能の維持と安全な運行に努め

ているところでありますが、一定の経過年数及び車両

の状況等を勘案し、スクールバスとして運行に支障が

あると認められる車両については、計画的に更新して

いきたいと考えております。 

 なお、現在、山形地区スクールバスとして使用して

いる車両は８台であり、そのうち、購入から10年を経

過している車両が３台であります。 

 以上の状況から、今般補正予算において３台の更新

を提案しているところであります。 
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 次に、久慈城跡公園整備につきましては、昨日の清

風会代表、髙屋敷議員のご質問にお答えをいたしまし

たとおり、現在、久慈城跡の用地取得に 優先に取り

組んでいるところであり、不動産鑑定や立木伐採補償

にかかる鑑定を実施し、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おります。 

 後に、市営野球場整備についてでありますが、さ

きの新政会代表、木ノ下議員にお答えいたしましたと

おり、現在の市営野球場は、下水道処理施設用地に目

的外使用承認を平成29年12月まで得て、暫定的に設置

しておりますことから、移転して新野球場を建設しな

ければならないと認識をしているところであります。 

 本市のスポーツの振興、推進を図るためには、新野

球場周辺に多様な施設等が配置され、多くの人に利用

されることが望ましいと考えますことから、新野球場

の移転先及び建設時期やその進め方等につきましては、

市長部局としっかり協議を図りながら、早急に検討し

てまいります。 

 以上で、政和会代表、小倉建一議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を許しま

す。15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  それでは、何点か再質問いた

します。 

 まず、この 後の野球場整備については、移転建設

を考えていくということでありました。きょうの答弁

でしたか、29年12月にはもう下水道用地として返さな

ければならないということもわかりましたが、そうし

ますと29年のシーズン中は野球できるということにな

るかと思っておりますが、そのことから、何点か確認

したいと思いますが、これからも建設する場合には適

地の決定、どうも南田に決まった、あるいはまだ決ま

っていないというような、いろいろのこれまでも答弁

があったものですから、確定していかなければならな

いという作業があるかと思います。そして基本構想、

基本設計、実施設計、施工、完成という流れになるわ

けですが、この流れの期間をどれくらい要するかを確

認したいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  新野球場のこれからの日

程、スケジュールということでございますけれども、

現在のところは、まだ候補地として６候補地上げたと

ころではございますけれども、今後野球以外のいろん

なスポーツ等もという考え方もございますので、それ

らについては今後早急に検討してまいりたいと考えて

おります。 

 場所等も確定してございませんので、スケジュール

的にどれくらいというのは、ちょっと今のところ定か

にはなっておりません。 

○副議長（下舘祥二君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  場所が決まってどれくらい完

成までにかかるかというのを聞いて、３年か４年はか

かると思いますが、そうしますと、30年には使うよう

にするためには、もう取りかからなきゃならないとい

う時期だと思っておりますが、その辺を確認したかっ

たわけですが、それは後でもよろしいですが、今の話

だと、場所も今後総合運動公園等になれば、また別だ

ということですが、ひとつこれまでの６カ所を選んだ、

あるいはその前の12カ所から６カ所を選んだという経

過からいっても、市独自、市職員が選んだという場所

になっておりますので、ひとつ市長のいつも考えてい

る市民の声を聞きながらということになりますと、市

民、そして野球協会関係者等々からの意見等も聞きな

がら決めるべきだと思っておりますが、その辺の考え

をお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  野球場の適地の決定という

ことでございます。 

 これについては市長も再三申し上げているとおり、

関係者、関係団体等々のご意見を聞きながら決定して

まいりたいというふうに考えております。 

 また、野球場を実際に建設するということになりま

すと、やはり有利な起債ということで合併特例債など

などの活用を考えていかなければならないというふう

に考えております。そうしますと、今現在、合併特例

債、平成27年度までの期間でございます。その中には、

議員ご承知のとおり、野球場という記載が現在ござい

ません。そうしますと、それを活用できるのかどうか

というのは、県ともよくよく協議しなければなりませ

んが、先ほど合併特例債の質問に関して、市長からも

ご答弁申し上げてますとおり、10年間この合併特例債

を活用できる期間が延長に国の法律でなっております。

そこで、今後は、この合併特例債を使うための新市建

設計画の見直しを現在進めようと考えているところで
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ございまして、その中で、計上できるように、あるい

は久慈市の総合計画もそうでございますが、その見直

しとあわせて検討してまいるということになりますの

で、今すぐに着手ということには、現実的にはならな

い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。 

○副議長（下舘祥二君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  野球場だけじゃなく、この合

併特例債の話も出ましたので、あわせて質問しますが、

10年間延長したからということで、その使える合併特

例債の額はどれくらい残っているのかお伺いしたいと

思います。 

○副議長（下舘祥二君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  合併特例債の使える

額ということでありますが、全体で76億4,000万、そ

のうち26年度末で56億3,000万ほど活用しております

ので、33億6,400万円ほどの可能となります。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  結構中止した事業もあるから

残っているのかなという気がしますが、それにしても、

先ほどあったように、副市長から答弁あったように、

新市建設計画に盛らなければならないということで、

盛岡市では、中途でサッカー場の建設に向けたという

新聞記事を見ておりましたので、ひとつ盛岡も確認し

ながら、今後、こういう活用も可能な方向に持ってい

ってほしいと思っておりますが、そのほかには、前に

も質問を教育委員会にした際には、余りわかんないよ

うな答弁がありましたが、ＰＦＩという民間資金を活

用してという方法を質問したところ、そういうのはわ

かりませんという答弁がありましたが、ひとつ教育委

員会と市が一体になって、当局も一体になって、その

辺の資金調達にも県と研究してほしいなと思っており

ます。それによって、野球場、久慈市で試合できない

となりますと、なかなかこの久慈地区には、野球大会

が、県大会等が来なくなるという状況にもあります。

そういう意味でも、ぜひ早期にスタートをしてほしい

ということで、その資金の調達を検討しながら、場所

も選定等も並行していくべきだと思っておりますが、

その辺を確認したいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいま場所の変更という

ご質問をいただきましたが、場所は決定になっており

ませんので、今後、適地を探すと。探すといいますか、

言葉、表現があれですけども、今まで教育委員会で６

カ所程度ということで、従前ご答弁申し上げてきてお

りますけども、先ほど議員からもご指摘ございました

とおり、関係機関等からの話を聞いてないのではない

かというようなご指摘もございましたことから、その

６候補地のほかにも適地があるのかどうか、そこも含

めまして、検討するということになろうかと思います。 

 それらについては、教育委員会ともよくよく相談し

ながら、進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  先ほど、起債可能額

33億6,400万ほどと言いましたが、ハード事業、ソフ

ト事業合わせまして36億9,920万円でございます。訂

正いたしたいと思います。失礼いたしました。 

○副議長（下舘祥二君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  非常に先が見えてきたように

気がします、この合併特例債も残っているということ

で期待しておりますが、いずれ今も副市長答弁してく

れましたが、なかなか教育委員会はこの建設にしては

答弁ができがたい面が、財政が関わりますから、ひと

つ当局のほうも教育委員会任せでなく、ひとつ一体と

なってやっていってほしいと、これは要望しておきた

いと思います。 

 いずれ空白期間がないように、久慈市で試合ができ

ないという状況のないように、できるだけ早く進めて

ほしいと思っております。 

 次に、国際交流について再質問しますが、市長も外

国との交流、柔道交流を含めてということでの検討を

していくというようなことがありました。 

 実は、この平成15年の市長選挙後に、新市長だった

わけですが、ケーニヒスブルン市長から交流継続のた

めの親書を持参した柔道家がいたわけです。ケーニヒ

スブルンの柔道の出身者がいたわけですが、その方に

何回お願いしても、会わないでそのまま帰してしまっ

たという失礼をしております。これは、今後、交流が

復活するなり何なりの際に、やっぱり国際的な話にな

りますので、いろいろの場面で、やはり謝るような方

向がいいのかなと考えておりますが、その後、交流は
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途絶えておりましたが、大震災の際にも、なかなかそ

ういう状況でありますので、義援金をこのケーニヒス

ブルン市では、久慈市に寄せたいということで、募金

等をしながら寄せたということですが、久慈市を経由

しない、そういう状況があったから、経由しないで、

長小、湊小、被災地の学校に届けたという事実もあり

ます。 

 ひとつ、そういうふうなこともありますので、今後、

復活に向けては、積極的にやってもらいたいと思って

おります。その考えを、ひとつまたお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  過去において、そういうケー

ニヒスブルン市とそういう経緯があったということで

あれば、それについても対応方考えてまいります。 

 先ほど、お応えいたしました国際交流につきまして

は、ケーニヒスブルン市ありきということではなくて、

ドイツという、オリンピックになりますと、国の話に

なりますから、そういった選択肢を持ちながら、検討

してまいりたいというふうに考えています。 

○副議長（下舘祥二君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  積極的にお願いしたいと思い

ますが、次に、防災公園整備事業についても再質問い

たします。 

 昨日の城内議員ほかの質問でも、これまで虚偽の、

うその答弁が多かったということが判明しております。

総合防災公園内の野球場建設についても、私も再三質

問してまいりましたが、あそこには野球場はつくらな

いというのが、実はつくる予定だったというようなこ

ともあったわけです。 

 私は、かつて土木課、林業水産課の職員として、技

師の皆さんと同僚として仕事をした経験から、技師の

皆さんは正直で正確な仕事をすると評価しておりまし

たので、総合防災公園事業においても、正直に答弁す

べきだと、一般質問の際には何回となく提言してまい

りました。それが、昨日、きょうの答弁のとおりでご

ざいました。 

 上司の間違った指示がある。あるいは、そういう場

合には、堂々と反論をする職員であるべきだと思って

おります。 

 私は、遠藤市長を強く支持している一人ではありま

すが、もし遠藤市長が間違った理解、あるいは間違っ

た指示をした際には、堂々と説明、反論する職員がい

るべきだと、このように思っておりまして、遠藤市長

も、きっとそういうことで職員を信頼しながら、当然、

心構えをしているかと思っておりますが、ここで、久

慈市の間違わない方向性を保つためにも、よりよい政

策を推進すべきだと思っておりますが、この間違った

指示等があって、この議会でもうその答弁を通してき

たわけでありますが、この際、私がさっきから言って

おります技師を信頼していったんだよということもあ

りますが、技師の皆さんを代表して、中森建設部長か

ら、反省する弁があれば、反省の弁をし、そしてまた

私の言ってることに対しての感想、決意を聞ければと

思っておりますが、よろしくお願いします。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  大変、ご指導、それからご

支援、ありがとうございます。議員おっしゃるとおり、

今後は市長、それから副市長と、さまざま議論、そし

て協議してまいりたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの件に関してでござ

いますけども、私といたしましては、市役所の内部で

もオープンな議論をしていきたいと思って、これまで

取り組んでおります。 

 議会の皆様に対しましても、全員協議会等含めて、

説明会を持って、意見交換をさせていただきたいと思

っております。 

 市民の皆様に対しても同様でございます。 

 そういった場を踏んでまいりますと、時間はかかる

のでありますけども、やはり方向性を間違わないとい

うためには、そういう手続は必要であると考えており

ますので、今後もその方針で臨んでまいります。 

○副議長（下舘祥二君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  そこで、現防災公園計画地に

つきましては、国会議員事務所を通じまして、現時点

での建設場所の変更は不可能ではないというようなこ

とを伺っております。また、26年度に繰り越した交付

金、これもハードルは高いが27年度にも繰り越すこと

が可能だというようなことも伺っております。このこ

とについては、国のほうを確認したかどうか、あるい

はわかってるかどうか、当局から答弁いただきたいと

思います。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの点については、
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国等に照会はしてございません。今後、そういう可能

性があるということでありますと、それらについては

調査し、どのような対応ができるのかどうかも含めて

考えてみたいと思っております。 

 ただし、今、午前中もご答弁申し上げておりますけ

ども、今現在、事務が進んできております。そうした

中で、本当に変更が可能なのかどうか、ただいまのご

意見等も参考にしながら検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  ぜひ確認しながら、どうも答

弁を聞いてますと、遠藤市長も、中途半端な答弁しか

できないような、見ててかわいそうなとこがあります

ので、道路、福祉の村まで来る道路、あるいは第１次

避難所をつくるのであれば、大がかりでなくても、復

興交付金を使ってつくるとか、別な場所にまた変更で

きるのであれば、違う防災公園を、大きな防災公園を

つくるとか、野球場を含めた防災公園にするのか、可

能でありますので、その辺もひとつ積極的に聞いたり、

方向性を探っていただきたいと思います。市長、どう

ぞ、答弁。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  場所の変更が可能であるとい

うお話と、現実、この時点で、これまで諸般の手続が

進んで、都市計画決定もされている。事業認可もされ

てる。予算配当もされてる。こういう事業の中で、時

間的な問題もございまして、これから見直すことが可

能だとしても、これからそもそもの場所の変更、選定

理由からの協議を始める、もろもろのそういった時間

的な問題もございますので、そういうことで、先般来

に申し上げておりますとおり、現在の大崎地区におい

て、18億を活用して、必要 小限度の避難施設、園路

を整備してまいりたい、現在、そういうふうに考えて

いるところでございます。 

○副議長（下舘祥二君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  それでは、小倉議員に関連し

まして、何点かお尋ねをさせていただきます。 

 まず初めに、財政状況についてであります。３月議

会、私は前市長とやりとりをした経過がありまして、

骨格予算のいわゆる考え方、骨格予算の考え方という

ことで、前市長とやりとりをしました。 

 私は、基本的には義務的経費というのは骨格的予算

だろうと。しかし、前市長は、将来を、現在、将来の

中で政策的な経費も見込まざるを得ないのがある。そ

の端的なやつが、防災公園なわけですけれども、そう

いったことで予算を措置したというふうなことでした。

そして、その際に、私は選挙の年だったもんだから、

３月議会は。そして、選挙を経て、その上で補正予算

で政策的予算を肉づけしたらどうかという提言もした

わけですけれども、今、話ししたようなことでした。 

 私は、やはりあのときの４年間で終わって、選挙を

迎えるわけですけども、やっぱり４年間のこれまでの

歩みを総括しながら、市民に判断してもらって、なお

選ばれたときには肉づけをしてくれという考え方が、

私は妥当だろとうと今でも思ってるわけですが、その

際、時の市長は、前に、私も前市長から受け継いだ市

長だと。そのときに、いみじくも、前任の方の後に当

然市長になった時期があるんですけど、これはまこと

に厳しいものでしたよと、財調を含めて。というよう

なことで、私も同じ思いで次の人にバトンタッチする

気はなかったんだろうけども、バトンタッチをするみ

たいな話があった。そのときには財調が３月議会の段

階では20億円、20億3,000万程度、３月末見込みであ

ったという財調の話をした。でも、きのう、きょうの

やりとりを聞いてますと、財調は15億になったという

話です。 

 そこで、率直に、市長、前市長から財政を受け継ぐ

わけですけれども、率直な受け継いだときの感想とし

て、やっぱりどうだったかということについて、率直

にお答えをまずお願いしたい。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  前市長さんから事務の引き継

ぎをいただきました際に、３月補正で予算措置の状況

も概要をお伺いいたしました。私としても、個人的に

は選挙があれば、選挙の年は骨格予算ということで、

６月補正に向けては、私の判断できる幅が大きいだろ

うと思っておりましたが、現実にはそうではないとい

うことでございました。 

 そうはいいましても、３月の議会におきましては、

議員の皆様がご討議をした結果ということであれば、

すべからく一から検討というわけにはいかないだろう

と思っておりました。義務的経費は、当然それが必要

なわけですけども。 
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 事業関係についても、全て見直しというわけにはい

かないだろうと、大人の判断をいたしました。 

 つきましては、どうしてもこれは見直さなければい

けないということで、市民の皆様に訴えた項目につい

ては見直しをさせていただきますが、それ以外の事業

につきましては、 大限、従来の路線を踏まえて、事

務執行をしなければいけないというふうに、基本的に

は考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  私、遠藤市長の欠点があると

すれば、行政経験者なの、早い話が。だから、行政の

継続というふうなことについては、かなりの理解力が

あるという意味では、さっきの防災公園についても、

煮え切らない部分が非常にあるという答弁をしている。 

 そして、18億円については、これは復興枠来ますか

ら、何とか100％使って、活用したいんだけれどもと

いうお話がある。 

 一方、建設部長は、芝生を張りつけると、こう言う。 

 私はそこに温度差があると思っておりまして、私は

職員にも、この際申し上げるんですけれども、やはり

積み重ねたことは確かに大事です。がしかし、やはり

市長がかわったときには、やっぱり思い切って直せる

ところは直せるんだというアドバイスもしていただき

たいと思っているわけでありまして、ひとつ職員の皆

さんの新しい視点を大いに期待をしているところでご

ざいます。 

 そこで、防災公園であります。防災公園のそもそも

の提案理由は、当時の復興担当部長が説明した際には、

広域防災拠点整備候補地の選定説明資料を配付されな

がら、そして、後方支援拠点整備事業の具現化を進め

るんだというふうな、大きな柱があったんです。 

 ところが、ご承知のとおり、県は、この後方支援基

地については葛巻のほうに移行したんです。そういっ

た意味で、大きなここに、去年６月の補正予算に提示

した際と、現時点では大きなボタンのかけ違いがある。 

 そして、しかもこの防災拠点整備事業というのは、

政策的な、いわゆる事業であります。私は、市長、思

い切って、政策的なわけだから、やはりボタンのかけ

違いをあえて引きずって、事業をしていかなければな

らないという状況になったとすれば、市長の心は曇り

心だろうと私は思う。 

 だから、そういった意味で、先ほども国のほうから

いろいろ情報を聞きながら、新たに防災公園として、

新たな意味で必要だとすれば、当時と違った意味で必

要だとすれば、それは場所もやっぱり違ってくるはず

なんです。私はもともと前市長に対しては、県と同じ

ように、既存の施設を使いなさいと、そして、３・11

も既存に施設で間に合ったでしょう。しかも、県が想

定しているのは、岩手山の火山の爆発、あるいはもち

ろん地震、津波。有事の際の場所が、決して津波だけ

じゃない。動くんだというふうなことがあるので、や

はり固定的な場所に防災公園をつくるのはいかがかと

いう議論をしたんです。私、今もその気持ちには変わ

りないんです。 

 そういった意味で、私は今後のところ、防災公園に

ついては、やはり大きく市長の政治決断を持って、取

り組んでいただきたい。 

 何も前政権を引きずって事業をやる必要は、私はこ

のことについては、ないと思っております。 

 そして、先ほども議論してまいりましたが、野球場

の問題。平成30年には、私は今の話聞いてますと、久

慈市から野球場がなくなるなと思っております。大変

なことであります。 

 そういった意味で、副市長から財源手当を含めて、

あるいは久慈市の総合計画の変更を含めて、この野球

場を何とか財政効率のいい合併特例債等を使えるので

あれば使う。あるいは、今回の社総交も使えるのであ

れば、場所変更して、そこの場所に使うというような

ことも、私は１年おくれてもいいのではないかと。拙

速に今事業を着手すると建設部長は言いましたけれど

も、私は大きく息を吸って、やはり将来に禍根を残さ

ないためにも、私は十二分にこの点について議論を、

なおしてほしいと思うわけですが、市長、いかがです

か。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  防災公園につきましてであり

ますが、これにつきましては、前政権の前市政を引き

継ぐという考え方ではございません。見直しをします

ということで、選挙でも訴えてまいりました。 

 その後、仕事を始めまして、職員からも、これまで

の経緯を聞いております。あわせまして、大崎、夏井

の駅前含めた、いろいろ町内会の会長さん方からのご

意見もお伺いしまして、あわせまして、やはり国道

395号、あれ１本では、ふだんからやっぱり非常に不
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安があるという声がありました。 

 せめて、１本福祉の村まで行ける道路がしっかりで

きればということで、今回はそういうことで、18億を

活用して、１期目の事業を進めますというふうにお話

ししております。 

 その後についてどうするかは、マスタープラン等の

見直しをして、検討してまいります。 

 やはり、安心して暮らせるための道路は必要である

ということで、今回の説明をさせていただいておりま

す。決して、優柔不断で、前の決定を引きずっている

わけではなく、前の経過も踏まえて、地元の皆様の声

も聞いて、あとは時間的な問題等含めまして、総合的

に勘案した結果でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  津波災害がありまして、やは

り市長もお話をしているように、避難路、避難場所は

いずれ急がなきゃならんという話を常々してまいりま

したし、私も同感です。 

 当時、きょうも避難路、７路線湊地区ですが、避難

路をやっているという話がありましたが、私は今の話

であれば、大崎地区から避難する避難路を、旭町につ

ながる避難路を整備するんだというふうなことであれ

ば、私は復興交付金事業で採択されたんじゃないかと、

今でも思っているんです。 

 ところが、仮にそうでなかった。復興交付金事業で

大崎旭町に向かっていく路線を避難路として整備する

のを交付金事業では認めなかったということがあった

かどうかということについて、まずお尋ねします。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  すみません。当時、復興推

進課におりましたので、そのときの経過といたしまし

て、当初、さまざまな道路を復興交付金でということ

で、復興庁のほうにお願いいたしました。炭山道路も

ありましたし、今ある福祉の村からの道路も、これも

計画いたしました。さまざまやりまして、総事業費が

300億超えたような申請をしました。 

 それが、ほとんどまずだめだということで、特に道

路を欲しいというのはだめだというようなことがあり

ました。 

 それは、被災地に直結した道路でなければだめだと

いう回答でございました。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  今、正直に答えてありがとう

ございますと私は言うんだけど、300億の路線を提示

したという。しかも、炭山路線だ、何路線だという。

やっぱり、津波にかかわって、国は復興交付金事業と

して、また防災関係、消防の充実とか、あるいは避難

路、まさに津波が来たときに、避難路については、私

は100％みてきたと思っているんです。 

 ところが、久慈市の当時の体質が、もしそういった

あらゆる路線をやって、災害太りしようみたいな発想

でもしていたとすれば、私はこれは、このボタンのか

け違いが大きな 初だったのではないかと私は思うん

です。 

 私は、だから真摯に、震災、津波が来たときに被災

する、浸水する、そういうところをまず住民の命を守

るんだという観点で、まずは復興庁と協議すれば、私

は大崎地区も浸水区域ですので、かなり私は認められ

た可能性は大だったと私は思うんです。 

 そうすると、復興交付金事業で実は避難路できたん

ではないかと、私は思っているんです、実際は。 

 それが、今のようなことだったもんだから、困った

なと。 後には、復興庁からも、道路について、今の

話で1,000万かけて復興交付金事業使って、1,000万使

ってやったんだけれども、結局、社総交の復興枠のほ

うに押し付けられて、結果として、わけのわかんない

議論をしてきたわけです。 

 私はだから、去年の６月から、久慈市は、その前か

ら、いわば積み重ねの段階で、震災あったときから、

真に大事な避難路、避難場所、その協議がどっかで狂

って、結果として今日に至ったんではないかと思って

んです。このことを、市長、ぜひ思い描いていただき

たい。 

 そして、18億については、いずれ復興枠来るから、

それはそれでやるんだけれども、しかし、水増しした

事業費を上げてるわけです。あとは事業しませんとい

うようなことで、全協でもペナルティ、あるいは国の

ほうはそれでいいのかという話も聞いてみてください

という話をしてみたわけですけれども、この防災公園

にかかわって、復興枠100％で、あと仮に事業しない

とすることについては、議論はしてるんですか、国と。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  先ほどはちょっと言葉足ら
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ずですみません。全額で300億とかいうのは、さまざ

まな事業、これを取り組んだ事業でございます。それ

こそ、冷蔵庫から製氷工場から小学校の移転、そうい

ったものを全部入れたものでございまして、道路だけ

で幾らというふうな金額ではございませんので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○24番（濱欠明宏君）  300億の補足説明でしかない。

私が聞いてるのは、国と、いわゆる復興枠だけ使って、

そのあとやらないということについての理解を得たの

かという、そのことについて協議をしているのかとい

うことを聞いている。してなければしてないでいいん

だ。正直に言ってください。隠蔽体質はやめて、正直

にいこう。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今、整備局のほうとは、ま

だ見直しがどのようになるかというのが決まっており

ません。そういったことで、見直しという話は、今現

在、幾ら幾らというふうな具体例、そういったものは

しておりません。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  つまり、さっきから繰り返す

けど、当局、要するに担当部局、担当課と市長の思い

が、やっぱり煮え切ってないなと私は思いますので、

ぜひこれを進めるに際しては、拙速でなくて、やはり

十二分に考慮しながら進めていただきたいと思います。 

 教育委員会に１点だけ、時間がないのでお話ししま

すが、この学校経営。教育長、一巡したと思います。

私、先般、実はいじめのことで相談を受けた経過があ

りまして、もちろん教育委員会のほうにも、学校現場

に行って確認しましたし、教育委員会のほうにもその

旨、届いている。そして、教育事務所のほうにも多分

届いているという話です。 

 というのは、先ほど中平議員が話した、今のいじめ

がＬＩＮＥというのを使うというふうな状況で、あの

子がばかだと、例えばあの子はばかだ。それをＬＩＮ

Ｅを使って広める。そうすると、今度は現場に行くと、

あの子はどの子だ。あの子だ。名指しをされるという

ような感じでいじめを受けた。結果として、その子は

16週、要するにリアス病院ですか、心が壊れている状

況で、結果として16週という判断を病院のほうでして、

今、入所中なんです。中学校１年生です。入所中なん

です。 

 私は現実に、こういう新たな、昔の暴力とかじゃな

くて、新たなＬＩＮＥを使う、そういった情報機器を

使ってのいじめが、今、去年もそうだったんですけど、

今、それがすごく種類をなしてきているというふうな

ことで、見えにくいかもしれないけれども、私は今、

中学校の子供が一人心がいかれちゃって、そういう状

況になってきているということをぜひ教育長の憂いて

いただいて、現場のほうに、ともに相談しながら、環

境整備をしていただきたいと思うわけですが、ご所見

をいただきたい。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  今、濱欠議員からお話があ

った件に関しては、市の教育委員会としても承知して

おりまして、学校から早くに報告がございまして、一

緒になって取り組んでまいりました。 

 今後とも、そういう形で、教育委員会は、もちろん

県の教育委員会、教育事務所等とも相談しながら進め

ております。 

 必要であれば、いろんな関係機関と相談しながら進

めようというふうに思っております。 

 なお、そういう情報等ございましたら、教育委員会

のほうにぜひ電話等でお知らせ願いたいというふうに

思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  小倉議員の質問に関連して、

何点かお尋ねをいたします。 

 質問項目の15番の第２期中心市街地活性化基本計画

についてお伺いをいたします。 

 この中で、この久慈駅周辺も開発をされていくとい

う計画が出されておるわけでございますが、市長の答

弁でも、幾らかお示しをいただいたようなわけでござ

いますが、私は、この久慈市の現状に関して思ってい

ることは、戦後、久慈市政を担ってきた山内・久慈家

の総決算をするに値する時の人に遠藤さんはなられた、

私はこういう理解をしておる立場から質問したいと思

います。 

 ということは、きのうからいろんな議論を聞かせて

いただいているわけでございますが、何をやるにも、

全てを同時にやらなければならない、非常に厳しい状
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況に今あると思うんです。財政にしろ、人的問題にし

ろ。 

 しかし、資源なり、そういうものは、豊富に久慈市

には私はあると思うし、活用できるものがたくさんあ

るというふうに思うんですが、これがなかなかそれぞ

れの分野挙げて、効果が上がっていかない現状は一体

何なのかというところを深く広く掘り下げていかなけ

ればならないと。 

 それは、今申し上げたように、戦後の久慈市政を、

両家がやっていたものを検証、査察をして、ほじくり

返すという意味ではございません。しっかりと総括す

る形をとるべきだと。そうすることにおいて、初めて

今まで価値あるものが一問の価値もない。何気なく思

っていたものがひどい価値が出てきたりするものが、

改めて見えてくると思うんです。 

 そういう認識で、取り組まなければ、私は新しい活

性化に向けた活力の対象についていくことができない、

そういう時代に来ているというふうに思って、遠藤市

長に大きな期待をしたいと思っています。 

 そういう意味で、この駅前開発に関して言うならば、

私は久慈市に来なければならないような巨大な建物か

何かを、ＪＲとタイアップして、つくるべきだと。そ

うすることにおいて、25万都市の八戸からの人口交流、

さらには南のほうからの久慈市においでになるという

形に私はしていくためには、ＪＲと相当な綿密な協議

をすべきだと。市長みずからが出向いて、私は直談判

の議論をするべきだというふうに思います。 

 この考え方の原点はどこにあるかと申し上げますと、

ＪＲ久慈営業所を久慈市から結果的に追い出したに等

しい形になって、今の市民バスが走っているわけでご

ざいますが、このとき、政和会では、ＪＲ東北の社長

にじきじきに仙台まで出向いて、交渉した経緯があり

ます。このとき、ＪＲ東北バスの社長は、久慈市と真

剣な議論をさせてもらうことができるのであれば、十

分我々も考えていかなければならない。しかも、当時

の久慈営業所は黒字だ。二戸の営業所は赤字だ。赤字

のところを残して、黒字の営業所を閉じるというのは、

大変切ない思いがするという思いの話をする機会もあ

ったわけでございますので、そういう意味から申し上

げれば、私は十分この久慈の駅前周辺開発というもの

は、ＪＲさんと十分な協議ができるというふうに思い

ますので、その点をぜひ考えていただきたい。 

 次は、市道整備についてお伺いをいたします。 

 ②の市道間木平線及び小国線の整備状況について、

先ほどご答弁をいただきましたが、久慈市と山形村が

合併したときにおいて、再三お願いを申し上げている。

１億2,000万の予算が５年後につけさせていただいた、

その期限が来年あたりになるのかなというふうに思っ

てございますので、この関係で申し上げますと、私は、

国有林に接する部分があるだろうというふうに考えて

ございます。国有林を理解をいただくには、順調に書

類が上がって２年はかかるというふうに聞いた経緯が

ございます。そうしますと、来年あたりがその期限が

来た段階において、この道路の改良に着工できるため

には、２年前から準備を進めていただいて、順調に行

って、営林署のほうでもオーケーが出るということに

なるわけでございますが、そういった意味においては、

どのような進捗状況にあるのかお伺いをいたします。 

 それから、③のけやきの里付近のところが久慈市内

に向かって歩道がないところがございますが、歩道が

ない、つけなくてもいい理由というか、それが一体ど

こにあるのかと。 

 また、道路をつくる場合は、歩道は法律的に義務づ

けられる部分があるのか、それともつくるほうが、歩

道を自由につけたりつけなかったりすることができる

のか、そういった部分について、どのような中身にな

っているかお尋ねいたします。 

 とりあえず、切れという雑音が入りました。ここで

切らせてもらいます。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  私から、中心市街地活性化

にかかわって、ＪＲともよくよく協議をすべきだとい

うご提言をいただきました。 

 市長からも再三お話し申し上げておりますとおり、

いろんな関係機関、関係団体等々との意見を聞きなが

ら、中心市街地の活性化基本計画をよりよいものにし

ていきたいという基本的な考え方がございますので、

それらについても、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。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  ２点ほど質問いただきまし

た。 

 まず、けやきの里付近の歩道ということでございま
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すが、これは今現在、長内中学校の移転に伴いまして、

市道上長内日吉町線、こちらの歩道を整備していると

ころでございます。財源的にも、いろいろ厳しいもの

がございますので、こちらのほうが済みましたら、ま

た検討させていただきたいと。 

 今現在、歩道の進捗率は、こちらのほうで80％ぐら

いです。もう少し待っていただきたいと思います。歩

道が要らないと言ってるわけではございません。今後

検討してまいりますので、よろしくお願いします。 

 それから、馬渡地区です。間木平、小国、それから

川又橋場、こちらのほうでございますが、本年度馬渡

地区の橋の付近から工事を進めていきたいと思ってお

ります。こちらのほうも、営林署のほうとは随時協議

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  歩道について、法的な義務

づけ等があるかということでございますが、そういっ

たものはないと捉えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  理屈はどうにでもなるわけで

ございますが、そこに住む住民にとりましては、願う

ことが変わらなければ満足しないわけでございますの

で、ぜひともそれに向かって頑張っていただきたい。 

 次に、この18番、小学校の経営状況について、訪問

の感想を教育長からいただきましたが、そこの部分に

ついては問題もなくすばらしい取り組みをされている

というようなご答弁でございますので、それはよかっ

たなと、率直に思ってるわけでございますが、いじめ

の問題に関しては多々あるという部分は、把握されて

おるようでございました。ここは、私はやっぱりこの

経営においても、経営の状況においては問題ない。 

 しかし、実際の内面的な問題についてはいじめも

多々ある、これはなかなか、私の能力では理解できな

いんです。これに理解できるようなことを話をした人

が、たまたま私の記憶で申し上げれば、振興局体制に

久慈市が移行したときに、久慈管内のアイデア募集を

されたとき、私も応募した１人なんですけども、その

中で久慈市の学校の教職員の先生が、すごいこの人は

勇気ある人だなという思いを今読んでみて感じるんで

すけど、久慈管内の学校の現場には、そのベテランの

先生と、若い先生になり立てとのバランスが悪い。そ

ういうことを先生がおっしゃってる。 

 ですから、そのバランスのよく、若い将来を担う先

生と、経験豊富な先生との数の比率が悪いから、子供

たちがその犠牲になってるんだということを振興局３

周年記念開局の会議の中に申している。まさしく私は

そういう学校の内面的なところの対応の問題があるか

ら、そのいじめ問題等に発生したものが軽く見る人も

あれば、深刻に見る人もあればまちまちだというふう

に結果的になりやすいと思うんです。 

 そういったところを、小学校、中学校でこのいじめ

問題なんていうのは、私はとんでもないことであるし、

深刻だと思ってるんです。一生生きてくための全てを

身につけるための基本中の基本の学校でいじめ問題な

どというのはあるなんちゅうことが大体そもそももっ

てのほかなんです。 

 ですから、ここはやっぱり把握にしっかりと努めて

いただきたい。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  教職員の年齢バランスの件

でございますが、調べればわかりますけど、今、手元

に年齢バランスの資料はございませんが、ただ、私の

感覚でございますけども、この久慈地区は教員出身者

が少のうございまして、そういう意味で、割とベテラ

ンで残っている先生と、若いときにこちらに赴任して、

一定の年齢になれば出身地に帰るという、そういうふ

うな先生も結構多ございます。そういう意味では、久

慈地区から教員をたくさん出したいというふうに思っ

てるところではあります。 

 それから、いじめの問題でありますが、いじめはあ

ってはならない、絶対に起こしたくないというのは基

本的な考え方でございますけども、また我々はいじめ

は起こり得ると、そういうことで対策を考えていくと

いうことも大事なことであると認識しております。 

 ですから、起こった場合にどう対応するか、あるい

は深刻にならないようにどう対応するかということも

また、教育にとっては大事なことだろうというふうに

認識しております。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  時間がなくなってきたので答

弁はごく短くお願いします。 
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 山形地区のスクールバスの問題が新聞報道に出て、

あんまりありがたい報道に感じた人は余りいないと思

うんですが、これをやはり払拭していくには、直ちに

バスを８台更新していただきたいというふうに私は思

うんですが、３台はまあとりあえず換えるんだという

お答えでございましたが、極力これは全部換えるよう

に頑張っていただきたい、これは答弁は短くお願いし

ます。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  スクールバスにつきまし

ては、基本的には10年という線を設けて更新してまい

りたいと考えております。 

 今回、次の補正でお願いすれば10年経過の車両につ

きましては、交換できるのではないかと考えておりま

す。 

○副議長（下舘祥二君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  時間がないので、また別な機

会に議論さしてもらいます。 

 次は、久慈城公園について質問したいと思います。 

 市長じきじきにこの所信演述の中でも取り組んでい

く決意を示されて、大変心強いなというふうに思って

ございます。そこで、このこれから具体的にだんだん

なっていくと思うんですが、予算的な面での取り組み

がどんどん進んでいくのに比例して、この久慈城に関

する資料なり、あるいは一般の人に久慈城というもの

を理解してもらう形でのパンフレットなり、そういっ

た部分の取り組みというものは私は同時に並行してこ

の力を入れて進めていただきたいなというふうに思っ

てございます。 

 幸いにして久慈があまちゃんで全国的に知れ渡った

中において、よそから久慈市においでになってきた人

方が観光するに何にしろ、久慈行って何を見て感動し

て帰ってもらうかという部分になってくると、私はど

うしてもこの歴史遺産に通ずる、に相当するものの掘

り起こしを綿密にしていかなければならないというふ

うに思うんです。 

 あるいは、その農業の後継者の育成、あるいは企業

の拡大にしても、働いている人が余暇をするに値する

ものがない空間ちゅうのは、人が住めないんです。 

 ただただ、ロボットみたいに人間は働けるわけじゃ

ないですから、働いたら何らかの形で心を癒す、楽し

める空間というものがセットでなければだめなんです。

そういった部分には、これまでほとんど力を入れてこ

ないに、私は等しいと言わざるを得ない。 

 ですから、ここのところをぜひもう少し力を入れて

いただきたい。私はたまたま、この間四、五日かけて、

織田信長が天守閣を初めて日本で上げたという滋賀県

の博物館を、どんなものをつくったんだろうと見て来

たんです。久慈城のヒントを得るためじゃないですよ。 

 これは、そうなんですよ、黄金の建物、これを見た

ら、東京大学とか、東京芸術大学、京都市立芸術大学、

日本の中枢が総力を上げてスペインの博覧会に出すた

めにつくったもの、たかだか１万やそこらの安土城の

レベルの問題じゃない。それで、こういうものをつく

った。ですからこういったところの直接さわったよう

な大学の先生とかそういったものを呼んできて、講演

を久慈市民に聞いてもらうとか、そういった形で将来

的には久慈城も再建していくんだという形の前提にそ

は、ういう部分を力を入れていっていただきたいと思

いますが、考え方をちょっとお聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  久慈城跡の整備につきまし

ては、先ほどお答えしたとおり、できるだけ早く進め

ていきたいというのは当然でございます。ただ、私の

感覚では、城跡の整備っていうのは、かなり丁寧に進

めていくことが多いもんですから、ある程度の時間は

かかるんではないかなというふうに思っております。 

 なお、いろいろなパンフレット、資料等の整備につ

いてでありますが、前にも申し上げましたとおり、ま

ずは用地を取得してしっかりと調査をして、その調査

内容等を盛り込んだものができればベターだなという

ふうに思っております。 

 現段階の残ってる資料等がございますので、その点

につきましては、どのような形がいいのかは担当と相

談しながら、あるいは皆さんのご意見をお伺いしなが

ら進め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。 

○副議長（下舘祥二君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  小倉議員の質問に関連して、

何点かお尋ねしたいと思います。 

 まずは、きのう、きょうの一般質問の流れを見て、

私ども市民権者、市長以下、中居副市長、この執行権

者がうまくかみ合った議論、開かれた議会が遠藤丸と

して、順調なスタートを切っているのではないかとい
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うふうに感じたところでございます。 

 私どもは、是々非々を論じながら市民の付託に応え

るための審議権を行使し、是々非々で議論を重ねたい

と思います。 

 質問項目の15番、この専門用語っちゅうのかな、行

政用語では第２期中心市街地活性化計画ということで、

市民にはわかりにくと思いますが、実は、まちが疲弊

してる全国の流れを戻すためといいますか、活性化す

るために、国の施策として100万都市であろうが、二、

三万都市であろうが国が指定してこの事業導入させて

いくという、いわゆる中心街を活性化すると、こうい

う事業で、久慈市がこの土風館を建設したときに、４

万に満たない市が手を挙げて、果たしてこの事業に乗

せられるのかというときに、乗っけてもらって、この

事業やる事の賛否両論が是々あったわけですが、幸い

にこの土風館がにぎわいをもたらし、国からも高い評

価を得るような実績、にぎわいを出してきたわけです。 

 私どもも提案しながら、それをさらにスポット的に

土風館だけよくなればいいんじゃなく、これが波及し

て中心街が活性化する、あるいは回遊性を持たせる、

そして市長が今度見直しをしながらさらにそれにいい

方向を見出したいというような考えを持ってることに

感銘を持っておりますが、一つ、この第２というのは、

ある意味では土風館を超えなきゃなんないんですよ、

この事業の目的も、実績も。私は、遠藤市長さんの３

本、５本の指に入る一大政策だと思うんです。 

 といいますのは、やっぱり私ども議員二十数年やっ

ておりますが、勉強にまいります。そうしますと、中

心街も含め、駅というのが、もう一目でわかるんです

よ。駅周辺がだめなまちはだめなんです。 

 やっぱりこれは、久慈市も、久慈市はだめだと言い

ませんが、だめになりつつあるのをこの第２期で土風

館と駅前をジョイントして中心街を活性化していくと、

こういう流れの中で工夫されてます。 

 私が視察をしたのに、ちょっとつけ加えたいんです

が、やっぱりその顔であり、中心であり、そこが一つ

のバロメーターになるというのについて、行政と、こ

の行政サービス、こういうのも含めながら、このまち

づくりをしていくのに、久慈にぱっと来て、久慈のシ

ンボル、前のことを言うと柔道のまちだっていうけど

なかなかぱっとそういう印象に持てない、あるいは、

観光のキャッチフレーズに「白樺揺れる琥珀の大地海

女の国」とは言ってるんだけども、市民だったり、よ

そから来たりする人から見れば、ああそうだなという

シンボルがないんですよ、見えない。 

 ですから、この政策の流れで、この町のアイデンテ

ィティーとか、ビジョンとか、シンボルとか、今いっ

たようなキャッチフレーズ、あるいは柔道のまち、海

女のまちだというふうなのを、このまちに来たときに

中心街に来たときにぱっと感じることもぜひ考えなが

ら方向づけをしてもらいたい。 

 もちろん、商店街の皆さんのまちづくりの考え方も

あるでしょう。それから、住民の考え方、それから商

業に関わらない人、こういう人たちを含めて市の顔に

なる、市の中心になるという、その第２期中心街の活

性化計画をとり進めてもらいたい。 

 当然、国の所管の考え方は、総務省ですか指定した、

久慈市にこれをまた指定したっつうのは土風館の実績

があるから、小さな町で成功してくれという、モデル

になってくれという思いもあろうと思うんです。その

辺あたりの考え方をお尋ねしたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいま、大沢議員からお話

ありました点、全くそのとおりだと思っております。

現在、国との協議が終了している今度の第２期の計画

でございますけども、観光バスの駐車場をつくります。

２階建ての複合施設をつくって、貸しホールをつくる。

あるいは小さな図書館、図書スペースをつくって市民

にご利用いただきたい。できればコンビニも入ればい

いなと。あとは多目的広場をつくりますというふうな

中身になっておりましたので、本当にこの計画で土風

館を超える、あるいは中心商店街ににぎわいが戻ると

いうふうにはとても思えなかったので、それについて

もやはり見直しをすべきだろうというふうに訴えてま

りました。 

 本来であれば、もっと時間をかけてご意見を聞きな

がら、そして久慈の顔をつくっていかなければいけな

いはずの事業が、非常に早いスピードで進んでいたと

いうことが、そもそもの問題だと思っておりまして、

現在、その見直しを作業しておりますが、今回の国の

事業に乗るためには、９月までにかわりの案を出さな

ければいけないということなので、まずそれに向かっ

て間に合わせる努力をしようというふうにしておりま

すが、今、お話ありましたように久慈のシンボルをど
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うするのか、あるいは、本当にこの整備によって、久

慈の中心街、駅前含めて本当にかわったと、よそから

来た方が、本当に久慈っていうのはすごい街だと思っ

ていただくためには、かなりの時間をかけてみんなで

議論してもんでかなくちゃいけないと思っておりまし

た。 

 首長が一つの案を出して、住民説明会を１回やって、

これでどんどん進むというふうなやり方は余りにも拙

速だろうと思っておりました。 

 ９月を目標に、まず頑張るだけ頑張ろうと思ってお

りますが、きのう、小栁議員からもご提案ありました。

拙速でやるなと、久慈の将来がかかってる事業だとい

うふうにご提案もありましたので、その点も含めて、

ただ、もう今の時点で今回の事業を見送るということ

では、何をやってるという話になりますので、まず残

された期間、間に合わせられるかどうかは、 大限頑

張りまして、その中でもご意見をしっかりお聞きして、

今ご提案のものについてもかなえられるように。でも

これは、ハード整備をすればいいという話ではありま

せんので、商店街で商売をされてる、お店を構えてら

っしゃる方々が自分たちのお店をどうつくるのかと、

これから10年、20年先の店舗展開まで巻き込んでいか

ないと、建物をつくれば何とかなるっていう、そうい

うテーマではないとは思っております。 

○副議長（下舘祥二君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ご期待申し上げております。 

 国に間に合わせる今回の事業は９月末、それはそれ

で、一時完結してください。事業とはまた別に追随し

てそういう思い、市民の考え方のものを付帯して、く

っつけて継続的にそういう方向づけをして、市長が考

えるまちづくりを完成するように、私ども提言してい

きたいと思います。 

 次に、11番、交通安全対策、これはローカルの話の

言葉になってますが、宇部町の国道45号ですが、実は

久慈市内広域を含めて45号線が 高の交通量なんです。

国調でも交通量調査調べても、それに今回復興の事業

が絡む、そして市長さんご存じのとおり、宇部地区は

野田・宇部間の約80ヘクタールの圃場整備がことしか

ら始まります。 

 そして、湾港防波堤の下の捨て石になるのが、宇部

町の山から、やはりずうっと今まで、これからも何十

年完成するまで続く等々、想像以上の交通量なんです。

ちょこっと私ここに来ながら調べただけで、家から来

て45号線分だけで、６キロから７キロの間ですが、時

間にすれば20分ぐらいですか、10トントラックが往来

だけで20分の間に通るのに47台、たった20分の間に、

それが８時間なり、24時間なりで換算すればすごい数

ですよね。 

 それから、ダンプを除いたこの20分の間でも200台

以上なんです、10分、20分の間に。それを24時間ない

し、８時間で換算すれば大変な量です。 

 事故を起こさない、起こさせないようにするために、

ひとつ５月ですか、広報は出したといいますけども、

ぜひ事故を起こさない、あるいは起きないようにする

ための広報は定期的にやっていただきたいと思います。 

 実は、今から何年前でしょうか、小学校前の宇部の

市営住宅とその道路をやるときに、小学生の子供が犠

牲になってるんですよ、四十数年前にダンプカーに巻

き込まれて。その生徒だけじゃなく、この復興事業と、

今もろもろ言われたこと、なおかつ観光客が来れば、

久慈市全体に関わる45号線ですので、ぜひ交通安全対

策について対処、これは要望です、お願いしておきた

いと思います。 

 それから、12番の放課後児童、ありがとうございま

す。いずれ宇部でずっと長らくお母さんたちが放課後

の子供の対処について、何回も手を挙げたり、行動を

起こしては、頓挫してきたったわけですが、今回方向

づけをしてありがとうございます。ただ、この学童保

育のあれは、大きくは久慈小学校学区のようにすばら

しい放課後のこの受け皿体制がある一方で、つくりた

いけれどもつくれない。手を挙げたいけども挙げれな

い。それから大川目さんもそうだったっていいますけ

ど、まだ出てないと思うのですが、宇部も今まではな

かったと。母さんたちが働きやすい、子育てをしやす

い流れの中で、つい久慈小学校学区のような学童保育

園の基準でもって全てを満たしてから予算します。あ

れがだめですじゃなくして、この小さい学区の中でも、

平等にそういうその制度に乗れるように一つフォロー

したり、指導したりして、今ないところ、あるいは宇

部でやろうとしてるところを指導いただきながら、こ

ういう事業がうまく乗っていくように認可もしながら、

ご指導をいただきたいということでございます。 

 これはまあ、予算措置してますので、要望でござい

ます。 
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 それから14番のところです。きのうの話の中で大体

わかりましたが、いずれ昨年小袖の海岸にだけ20万人

来たという実績を聞きまして、大変びっくりしました。

同感で私どもも、民活でもって行政と一緒に観光客の

受け入れのおもてなしをしたいというふうなことでい

ろいろ考えてますが、見てますと、そのシャッタース

ポットのところで写真を撮ったり、灯台のところでロ

ケやったところを見て、滞在期間が何ぼもなく、その

20万人が帰るような現象が見られるんです。その辺を

何とか、今言う、この番屋というふうなのとか、海女

のセンターで体験をしたり、買い物をしたり、あるい

は食事ができたり、憩いの場として、観光地として滞

在できるような組み込みをしてもらいたいと思うんで

す。 

 その辺の、この20万人の観光客のおもてなしの考え

方を一つお聞きしたいと思います。ここは答弁をいた

だきたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  小袖地区の観光客の

対策といいますか、おもてなしの体制をどのようにと

っていくかといったということでございます。 

 議員、お話のとおり昨年は大変小袖地区に観光客の

皆さん、多く来ていただきまして、大変ありがたかっ

たと思っておりますし、ことしにおいてもこれまでの

４月、５月の実績においては、若干の減はありますけ

れども、かなりのお客さんが見えていただいていると

ころでございます。 

 そこで、滞在期間が短いということは、いわゆるそ

ういった休む場所とか、それから、買い物をする場所、

食事をする場所というのが、なかなか少なかったりと

いう部分はあったというふうに思っております。 

 現地のほうでは、観光物産協会なり、海女の会なり、

そういったところでいろいろ出店とか、食事のサービ

スとか、そういったものは出していたんですけれども、

まだまだ足らなかったのかなというところは思ってお

ります。 

 さきにご答弁申し上げておりますとおり、小袖海女

センターにつきましても、本体工事の契約がようやく

契約することができました。それは、それに向かって

また工事をする、できるだけ早く完成するような形で

進めてまいりたいと思いますし、番屋につきましては、

水産関係のほうで小袖の定置網組合のほうで整備する

部分でいろいろやっていくということでございますの

で、そういったところでもお客さんの受け入れとか、

それから教育旅行といいますか、体験学習とかそうい

ったものにも活用できるということでございますので、

小袖海女センターと、それからそういった番屋の、そ

ういった役割分担等をしっかりしながら、観光客の皆

さんに、どういったおもてなしができるかいろいろ考

えて取り組んでまいりたいと思っております。 

 市の観光の担当のほうもいろいろ、もうシーズンに

なりますので、ほとんど毎日のように出ておりますし、

やませデザイン会議さんとか、観光物産協会さん、そ

れから関係団体、あと、小袖の生産部の関係者の皆さ

んにもいろいろご協力をいただいておりますし、これ

からもいろいろと協議をしながら進めてまいりたいと

思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  後ですが、この20番ですが、

これ教育長に通告してますが、市長さんにお尋ねした

いと思います。 

 砂川議員も言いましたが、それから先ほどの第２期

駅前開発のことも申しましたが、実は、私は、久慈の

街がよそに見劣りしたり、うまくなくいってる理由の

一つに、この備前守久慈城があって、市民がどこにあ

るかわからない人に説明ができない。私どもが研修し

てわかったことは、この殿様が当時の天下を統一する

お殿様に首を取られたのが隣の県、宮城県の栗原市に

埋葬されてたと。 

 お殿様をよその県民に頼んで、地元はそのまま、大

事ですよ、城を獲得したり、調査するっていうのも。

まず基本が間違ってませんか。ちょっと例がまずいん

ですが、県知事さんだの、市長さんは、よその県民や

あれにあれしてもらって、地元は何にもしないってい

うのは、私はこのまちづくり、市を発展させるための

どこか違ってると思うんです。 

 やっぱり、政教分離はあります。政教分離はありま

すけれども、やっぱり仙台市がなぜ100万都市になっ

た、大阪が、東京がというのはやっぱりときの政権が

産業を起こし、人をあれしたのがベースのように感じ

るんです。 

 ですから、久慈市でこの歴史の、仙台のお殿様を何

がしろとは言いませんけど、建物もあれしながら、中
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央にすべきじゃないですか、その考えをお尋ねしたい

と思います、市長さん。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  市長に答弁せよということで

すので、お答えさせていただきます。 

 久慈城、久慈備前守のお話がありました。事実は、

議員ご指摘の状況だというふうに認識しております。

まちづくりの基本は、やはりそのまちの成り立ちを大

事にするということが基本にあるべきだと思っており

まして、これは観光のみではなくて、子供たちがしっ

かりそこを勉強する。そこに住んでいる大人も過去の

歴史を勉強して、その成り立ちの上で今の町があると

いうことをしっかり知っていかないと、今のまちはこ

うだと。人が減る、子供がいなくなる、まちに活気が

ない、これだけで終わってしまいますから、これでは

ならんと思っております。 

 そういったことを含めて、久慈城のみではなくて、

久慈にこれまでも始めておりますが、三船先生の話と

か、タマシンアレンさんの話とか、もろもろございま

すので、そういったものについてある種きっちり、久

慈の基本のところを歴史的な目をしっかりとみんなで

認識して、それを目で見える形で、しかもそれを繰り

返し学習する、現場にも行ってみる、それを子供たち

に伝えていく、観光客の皆さんにはそれを知っていた

だくということが非常に重要だと思っております。 

 津軽の、津軽為信は、久慈の生まれであるというお

話も司馬遼太郎さん、司馬さんもされてますので、そ

ういったものを含めて、やはりみんなはそれを認識し

て、久慈に自信を持って生きていかなければいけない

と思っておりますので、久慈市としてもその点につい

ても、皆さんと協力しながら取り組んでまいりたいと

思っております。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 この際、暫時休憩いたします。再開は、午後３時40

分といたします。 

    午後３時19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３時40分   再開   

○副議長（下舘祥二君）  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。 

 次に、公明党、山口健一君。 

    〔公明党山口健一君登壇〕 

○９番（山口健一君）  第18回定例会に当たり、市長

並びに教育長に一般質問を行います。 

 市長はこの３月、市長選において激戦を勝ち抜かれ

見事初当選なされました。改めて心から敬意を表しま

す。市長は市民との対話を重視しながら、活力と笑顔

豊かなまちをキャッチフレーズに掲げており、急速に

進む少子高齢化の社会の対応が急務であります。 

 今、東日本大震災からの復興など、財政状況の厳し

い中での船出になるわけですが、市長は今後４年間の

市政のかじ取りを担うわけですが、リーダーシップを

発揮され、市民満足度向上のためご尽力されますよう

ご期待を申し上げます。 

 それでは、通告に従い、順次質問いたします。 

 質問の第１は、支所や地区公民館のあり方について

であります。 

 市長は行政改革を断行する上で、不要不急の事業を

見直し、さらなる効率化、スリム化に取り組むとして

います。そこで、今後、市や地区公民館の連携、運営

をどのように考えているのかお伺いいたします。 

 ２番目は、公共施設のＬＥＤ化についてであります。 

 気象庁では、日本の南東の太平洋上空などを一酸化

炭素濃度の上昇が続き、過去 高になったと発表して

います。当市でも地球温暖化防止策として公共施設の

ＬＥＤ化が進められておりますが、現状と今後の取り

組み方についてお伺いいたします。 

 ３番目は、地域づくり団体等の育成についてお伺い

いたします。 

 地域づくり団体は、地域の活性化のため活動してる

わけですが、事務局など人材不足も懸念されています。

地域づくり団体の強化、育成をどのように考えている

のかお伺いいたします。 

 福祉行政については、６点お尋ねいたします。 

 １点目は、ドクターヘリについてであります。北東

北３県で取り組んでおりますドクターヘリの県境を越

えた運航について。 

 この夏にも他県出動に対し条件緩和し、効率的な運

用をするとしていますが、進捗状況についてお伺いい

たします。 

 ２点目は、ＡＥＤの講習の強化についてであります。 

 ＡＥＤは各学校や公共施設に設置されていますが、
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いざというときにも誰もが正しく使用できるよう講習

会など強化すべきと思いますが、取り組み方について

お伺いいたします。 

 ３点目は、認知症患者の行方不明者対策についてで

あります。 

 認知症患者は、徘徊などにより警察に届け出があっ

た不明者は、全国で１万人以上があったと報道があり

ました。当市の現状と対策についてお伺いいたします。 

 ４点目は、地域包括ケアシステムについてでありま

す。 

 地域包括ケア構築に向け、地域包括ケアシステム推

進協議会条例を制定し、高齢者の自立支援を推進して

いる自治体もあります。条例制定など、当市の基本的

考え方についてお伺いいたします。 

 ５点目は、学童保育についてであります。 

 国では、学童保育を2015年から５年間で定員枠を30

万人拡充し、女性の活躍を後押しするとしています。

そこで当市の学童保育の整備をどのように考えている

のかお伺いいたします。 

 ６点目は、子育て世帯臨時特例給付金についてであ

ります。 

 ４月１日の消費税の引き上げに伴って、子育て世帯

の家計を支援する子育て世帯臨時特例交付金と低所得

者対策として臨時福祉給付金が支給されますが、周知

徹底など早期に支給すべきと思いますが、支給に向け

た進捗状況についてお伺いいたします。 

 ５番目は、観光ガイド育成についてであります。 

 「あまちゃん」効果で多くの観光客が当市を訪れて

いますが、観光ガイドが少ないのではないかと聞きま

す。そこで、観光ガイド、ボランティアの育成強化が

重要になってくると思いますが、観光ガイド等の育成

をどのように考えているのかお伺いします。 

 ６番目は、６次産業振興についてであります。 

 国では、農林水産業分野の成長戦略として農林水産

業、地域の活力創造プランで６次産業の推進を図ると

しています。市長も生産から流通までの一貫体制整備

に努め、進行を図ってきたとしています。６次産業化

の具体的取り組みについてお伺いいたします。 

 ７番目の、建設行政について４点お尋ねいたします。 

 １点目は、平庭トンネル整備についてであります。 

 市長は、国道281号線90分構想に向けて取り組むと

しています。ご存じのように、かつて平庭トンネル整

備に向けた早期着工住民大会が10回ほど開催されてい

ました。しかしながらなかなか進んでおりません。市

長は平庭トンネル整備をどのように考えているのかお

伺いいたします。 

 ２点目は、久慈川等の防波堤築堤についてでありま

す。久慈川、長内川など堤防未整備区間の築堤につい

ては、県への重点事項要望になっております。しかし

ながら、なかなか進んでおりません。 近の異常気象

の影響等で、各地で集中豪雨が発生しており、早期の

整備が望まれていると思います。整備計画についてお

伺いいたします。 

 ３点目は、市街地浸水対策についてであります。 

 市街地の浸水対策として、川崎町東ポンプ場も整備

されました。今後のポンプ場の整備計画についてお伺

いいたします。 

 ４点目は、市営住宅の整備についてであります。 

 市営住宅も久しく整備されておらず、老朽化も進ん

でおります。市長は市営住宅整備について計画的に保

全整備に努めるとしています。今後の整備計画につい

てお伺いいたします。 

 後に教育行政について４点お尋ねいたします。 

 １点目は、地方教育行政改正案についてであります。 

 地方教育行政法改正案は、教育長と教育委員長を一

元化して新教育長として位置づけるもので、本国会で

可決されました。改正案についての教育長の責任をお

伺いいたします。 

 ２点目は、学校のトイレの水洗化と、洋式トイレの

設置についてであります。 

 小中学校のトイレの水洗化の現状と、洋式トイレを

整備すべきと思いますが、現状と今後の整備に向けた

取り組みについてお伺いいたします。 

 ３点目は、子供読書の推進についてであります。 

 子供が本に親しむことは情操教育につながるとして

います。学校や家庭での学習推進をどのように考えて

いるのかお伺いいたします。 

 教育行政の 後は、中高生の海外派遣事業についで

でありあます。 

 現在、中高生の海外派遣事業は、姉妹都市のアメリ

カ合衆国フランクリン市で行われておりますが、近く

て遠いと言われる近隣アジア諸国等も検討すべきと思

いますが、考え方についてお伺いいたします。 

 以上で、登壇しての私の質問は終わります。 



－129－ 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  公明党、山口健一議員のご質

問にお答えをいたします。 

 初に、組織のスリム化と支所や地区公民館などの

運営についてお答えいたします。 

 まず、組織のスリム化につきましては、さきの政和

会代表小倉議員にお答えいたしましたとおり、近年、

組織の改革、改善が強く求められる中で、行政サービ

スの向上を図るとともに、さらなる効率化、スリム化

に取り組んでまいります。 

 ご質問のありました、支所や地区公民館につきまし

ても同様に、現状の分析、課題整理などを行い、それ

らに基づきまして地域住民の皆様のご意見もお伺いし

ながらその運営体制のあり方について検討を行ってま

いります。 

 次に、公共施設のＬＥＤ化についてお答えいたしま

す。 

 これまで、節電による経費削減や環境への配慮の取

り組みといたしまして、本庁舎１階市民ホールや廊下、

大会議室、その他一部執務室へのＬＥＤ照明の導入を

図っているところであります。 

 今年度は当初予算に、公共施設改修事業費のうち

5,000万円を本庁舎執務室のＬＥＤ照明整備費として

計上しているところであり、来年度以降につきまして

も有利な財源を活用しながら順次整備に努めてまいり

ます。 

 次に、地域づくり団体等の育成についてお答えいた

します。 

 現在、市内には町内会など多くの地域づくり団体が

組織されており、市民との協働によるまちづくりを進

める当市にとりまして、地域づくり団体は欠かすこと

のできない存在であります。 

 しかしながら、少子高齢社会が進む中、地域づくり

団体におきましても、今後、後継者の育成が課題とな

ってくるものと認識をいたしております。 

 市といたしましては、まちづくり講演会の実施や地

域活動を紹介する情報誌、まちづくり通信により、先

進的な取り組みや、参画しやすい地域づくり活動につ

いての情報提供、また地域コミュニティ振興事業補助

金の積極的な活用を推進するとともに、必要に応じて

地域の皆様とともに先進地視察を実施することなどに

よりまして、各地域の環境や特性を生かした地域活動

及び人材育成につきまして支援してまいりたいと考え

ております。 

 次に、福祉行政についてお答えいたします。 

 まず、ドクターヘリについてでありますが、岩手、

青森、秋田の北東北３県によるドクターヘリの広域連

携運行に係る進捗状況についてでありますが、これま

で北奥羽開発促進協議会など関係団体と連携し、広域

連携運航の柔軟化を各県に求めてきたところでありま

す。 

 去る５月23日に開催されました、３県実務担当者会

議では、懸案となっておりました他県への出動要件の

緩和に向けた協議が進められていると、岩手県担当者

から伺ってるところであります。 

 当市では、岩手県ドクターヘリ基地がある県央の矢

巾町に比べて、青森県ドクターヘリ基地がある八戸市

までの距離が短いこと、八戸市から出動いただければ、

救命救急医療の効果が高いとされる15分以内で久慈市

に到着できることから、引き続き今後の動向を注視し

てまいります。 

 次に、ＡＥＤの講習の許可についてでありますが、

ＡＥＤは住民の大切な命を守るための重要な医療機器

でありますことから、市内においても小中学校、公共

施設等初め、各医療施設、事業所等に設置され、おお

よそ150台余り設置されてる状況と捉えております。 

 久慈消防署では、住民がＡＥＤについて正しい知識

を持ち実践できるよう、ＡＥＤの取り扱い講習のほか、

救命講習を実施し、平成25年度は市内で61回、1,528

人の市民の皆様が参加したと伺っているところであり

ます。 

 今後におきましても、久慈市消防署と協力、連携し

ＡＥＤの講習の実施や使用方法の広報を行いながら、

多くの市民の皆様がＡＥＤを活用できる環境を整備し

てまいります。 

 次に、認知症行方不明者の、当市の現状と対策につ

いてお答えをいたします。 

 市内認知症行方不明者の現状でありますが、平成25

年は、行方不明者のうち１名が認知症と思われる方で

あると久慈警察署から伺ってるところであります。認

知症の症状がある方につきましては、早期把握に努め、

症状によりまして専門病院等の受診、デイサービスや

ヘルパー等の介護保険サービス利用につなげているほ
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か、施設入所の相談や家族支援も行ってるところであ

ります。 

 また、町内会等による見守りのほか、いわて生活協

働組合及び郵便局と高齢者等の見守りに関する協定を

締結し、認知症の方に対する支援に努めております。 

 今後におきましては、認知症になっても住みなれた

地域で安心して生活を営めるよう、早期発見、早期対

応を基本としながら、認知症初期集中支援チームの設

置、認知症地域支援推進員の配置についても検討進め

てまいります。 

 次に、地域包括ケアシステムについてでありますが、

国におきましては、いわゆる団塊の世代が75歳以上と

なる2025年を目途に、重度な要介護状態になっても住

みなれた地域で自分らしく暮らすことができるように、

医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供

される地域包括ケアシステムの構築を目指すとしてお

ります。 

 このため、当市におきましても医療と介護の連携強

化、介護予防事業の充実を図るため、地域ケア会議を

設置し、関係機関と連携を図りながら対応していると

ころであります。 

 このケアシステムの構築につきましては、国の制度

改正を注視しながら、既設の地域ケア会議において進

めたいと考えており、現時点では、条例を制定する考

えには至っていないところであります。 

 次に、学童保育についてでありますが、国において

は女性の活躍の推進などのため、不足する学童保育に

ついて、平成27年度から５年間で30万人分の定員拡充

する方針であると報じられております。 

 当市におきましても、女性の就労による共働き世帯

の増加などの要因によって、市民からの学童保育への

期待や要望が高まっているものと認識しております。 

 こうした状況を踏まえ、宇部学童クラブの開設への

支援や学童保育料の複数同時入所世帯に対する減額補

助を、今議会の補正予算に提案させていただいている

ところであります。 

 今後も地域のご要望や保護者の皆様の声をお聞きし

ながら、学童保育への一層の支援拡充に取り組み、子

育てと仕事を両立しやすい環境整備に努めてまいりま

す。 

 次に、子育て世帯臨時特例給付金についてでありま

すが、現在、給付金の支給対象者の整理や申請書など

の整備など、７月１日からの受け付け開始に向けまし

て準備を進めてるところであります。 

 今後の周知につきましては、支給対象者に対して申

請書を送付するほか、国による新聞広告やテレビコ

マーシャルなどによる全国的な広報活動とあわせ、市

の広報やホームページなどを活用して周知徹底を図っ

てまいります。 

 また、民生児童委員に対しまして、地域住民からの

問い合わせに対応いただけるよう協力依頼をしてると

ころであります。 

 次に、観光ガイド育成についてお答えいたします。 

 ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」効果により、

全国各地から多くの観光客の皆様にご来訪いただいて

おり、その受け入れにつきましては、北三陸あまちゃ

ん観光推進協議会を中心に、官民一体となって取り組

んでいるところであります。 

 観光ガイドの育成につきましては、重要な課題と認

識しており、復興エコツーリズム推進モデル事業や緊

急雇用創出事業などの活用によるガイドの育成に努め

てきているところであります。 

 今後におきましても、小袖海岸を中心とした「あま

ちゃん」のロケ地とあわせ、三陸ジオパークやみちの

く潮風トレイルなどを含めた各種観光ガイドの育成に

向け研修会を開催し、関係団体等と連携を図りながら、

多くの市民の皆様からもご参画いただき、観光ガイド

の育成に取り組んでまいります。 

 次に、６次産業化の取り組み状況についてでありま

すが、農業におきましては、そばの生産から加工販売

に取り組んでいる日野沢館石会に対し、国の補助事業

を活用して農業機械の導入を支援したところであり、

栽培面積の拡大が図られたほか、県の補助事業を活用

し加工品の開発販売、体験交流イベントを行っている

ところであります。 

 また、水産業におきましては、地場水産物を販売す

る久慈市漁業協同組合二子漁業生産部による二子朝市

の取り組みを支援してきたところであり、教育旅行や

首都圏等からのツアーについても受け入れを行うなど、

当市水産業における６次産業化のモデル実践経営体と

なっております。 

 市といたしましては今後におきましても、地域農林

水産物あるいは、郷土食の魅力や価値などを再点検し、

各種の支援事業活用しながら６次産業化が進展するよ
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う、関係機関、団体等と連携して取り組んでまいりま

す。 

 後に、建設行政についいてお答えいたします。 

 まず、平庭トンネル整備についてでありますが、一

般国道281号は県都盛岡市と県北沿岸地域を結ぶ重要

な路線と認識いたしております。 

 しかしながら、平庭峠付近は、急カーブ、急勾配が

連続していることなどから、とりわけ冬期間には圧雪

や路面の凍結など交通の難所となっております。 

 市といたしましても、これまで平庭トンネル整備を

初め、隘路区間の改良整備について岩手県に対し重点

事項として要望してまいりましたほか、沿線９市町村

で構成する整備規制同盟会の会長として関係市町村と

も連携し、国及び県に対して強く要望してきたところ

であります。 

 しかしながら、県からは交通量が大幅に減少したこ

とにより、費用対効果も減少したため、事業化が困難

であると伺ってるところであります。このような中、

東日本大震災を受けて国道281号は内陸部からの緊急

物資の輸送など、災害対策においても極めて有効に機

能し、まさに命の道であることが明確になりました。 

 県では、国道281号を内陸部と結ぶ緊急輸送路に指

定し、復興支援道路と位置づけたところであり、隘路

や線形不良の解消など着実に整備していく必要がある

として、案内トンネルなどの改良が新規事業化された

ところでありますが、市といたしましては、平庭峠の

冬期間の安全な交通の確保とともに、県都盛岡市への

90分構想を実現するためにも、平庭トンネルの整備が

必要不可欠であると考えており、早期着工に向け全力

を傾注してまいります。 

 次に、久慈川等の堤防整備についてでありますが、

市ではこれまで河川管理者である県に対し、堤防未整

備区間の築堤を重点事項として要望を続けてきたとこ

ろであり、県におきましては、平成22年度に長内川の

新街橋上流を整備し、現在小屋畑川との合流部及び長

内橋下流の堤防整備を実施しているところであります。 

 また、久慈川の大成橋上流、長内川の小久慈橋下流

及び幸橋下流については、土地利用状況の変化などを

注視しながら、県全体の治水対策の中で緊急性、重要

性を総合的に勘案し、事業化の時期を検討してまいり

たいと県北広域振興局から伺っているとこであります。 

 市といたしましては、これらの箇所につきまして早

期事業化が図られるよう、引き続き県に対して強く要

望してまいります。 

 次に、市街地の浸水対策についてお答えをいたしま

す。 

 雨水ポンプ場の整備につきましては、これまで門前、

中央、西の沢及び川崎町東ポンプ場の４カ所を整備し

てきたところであります。 

 昨日の日本共産党久慈市議団代表、城内議員にお答

えいたしましたとおり、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

基づきまして、財政状況などを勘案しながらも、でき

るだけ早期に整備できるよう取り組んでまいります。 

 次に、市営住宅の整備についてでありますが、老朽

化している市営住宅の整備につきましては、平成21年

度に策定した、久慈市公営住宅等長寿命化計画に基づ

き、市営住宅の建てかえや、予防・保全的な個別改善

を順次進めてきているところであり、現在、萩ケ丘地

区住宅とさいわい団地の外装改修改善を実施している

ところであります。 

 市営住宅の建てかえ計画につきましては、 も古い

市営住宅がある宇部地区の建てかえに向け、早急に調

査検討を行ってまいります。 

 以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  公明党、山口健一議員への

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

の改正法案につきましては、昨日の日本共産党久慈市

議団代表、城内議員にお答えいたしましたとおり、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が、制度の経過措置など具

体的な内容について、詳細が明らかになっていないと

ころであることから、今後も情報の収集に努め、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たいと考えております。 
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 次に、学校トイレの水洗化と洋式トイレの設置につ

いてでありますが、まず、学校トイレの水洗化につい

ては、現在小中学校23校中、平山小学校、小国小学校、

宇部中学校を除く全ての学校で水洗化となっておりま

す。 

 なお、平山小学校につきましては、年度内の水洗化

に向け学校行事と調整を行いながら設計を進めている

ところであります。 

 また、洋式トイレの設置についてでありますが、水

洗化時や修繕時には、主に洋式トイレを採用している

ところであり、今後においても、生活様式やニーズの

変化を捉えたトイレタイプの導入を図ってまいりたい

と考えおります。 

 次に、子供の読書の推進についてでありますが、子

供の読書は子供が言葉を学び、感性を磨き、表現力を

高め、創造力を豊かなものにしていく上で欠くことの

できないものと認識をいたしております。 

 当市では、子どもの読書活動の推進に関する法律や、

いわて子ども読書プランを受け、昭和23年４月に久慈

市子どもの読書活動推進計画を策定し、子供がみずか

ら進んで本を読みたくなるような環境づくりに、家庭、

地域、学校など社会全体で取り組むこととしておりま

す。 

 ゼロ歳児に絵本を贈り、親子で絵本に親しむきっか

けをつくる、ブックスタート事業。学校、公民館にお

ける読み聞かせボランティアの活動。移動図書館車に

よる巡回貸し出し。手づくり絵本教室の開催等、子供

の読書環境を整備するとともに、読書活動の推進を教

育振興運動の共通課題として位置づけ、各地域での取

り組みをお願いしてるところであります。 

 今後におきましても、学校、関係機関等々と連携、

協力を図りながら、子供たちの読書推進に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、中高生の海外派遣事業についてお答えをいた

します。 

 本事業の目的は、現地の生活や文化に触れることに

より見聞を広め、広い視野を養い、今後の国際社会を

担う、豊かな国際感覚を持った青少年を育成するもの

であります。 

 平成18年から、久慈市の国際姉妹友好都市であるフ

ランクリン市を継続して訪れ、学校訪問やホームステ

イをし、さまざまな体験から多くのことを学べる貴重

な機会となっており、生徒同士の交流を通じた友好関

係が深まるだけでなく、生徒の実践的な英語力の向上

にも寄与してるところであります。 

 これまでの経緯を勘案し、姉妹都市との交流を基本

としながらも、派遣先については近隣アジア諸国等も

含めて幅広く考え、海外派遣推進委員会で検討してま

いりたいと考えております。 

 以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

 失礼いたしました。先ほど子供の読書推進のところ

で、久慈市子どもの読書活動推進計画につきまして、

平成23年４月からのところを昭和23年と言ってしまし

ました。訂正しておわびいたします。大変失礼いたし

ました。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を許します。９番山

口健一君。 

○９番（山口健一君）  時間がありますので、何点か

質問させていただきます。 

 まず 初の支所、地区公民館のあり方についてであ

りますけれども、先ほど市長もあり方については、今

後検討していくっていうことですが、実際旧町村って

いいますか、宇部とか大川目とかっていう侍浜もそう

ですが、合併してかなりの時間経過するわけです。当

時の支所のあり方と今の支所のあり方と当然住民のラ

イフスタイルも変わってきて、ほとんどが車社会にな

ってきて、違ってきてるかと思います。 

 実際、支所侍浜、宇部、山形は総合支所ですけれど

も、そういった方に文書の扱う量とか、いろんな面で

はだいぶ減少してるのかなっていうふうに。当然地区

公民館においても文書とかそういった住民票とか印鑑

証明の方にしても、だいぶ少なくなってきてる傾向に

あると思います。そういった意味ですれば、今大川目

公民館でもそうですが、公民館の館長が嘱託、係長級、

総括主査ですが来てるわけです。 

 今後については、先ほど市長もスリム化については

検討していくんだっていうことですが、やはりこれ３

番の地域づくり団体にも連携するわけですが、やはり

若い人がなかなか事務局になっていける人が少ないっ

ていうふうに思ってます。そういった面からすれば、

公民館にいる職員も、そういった面では地域づくりの

中に貢献していくべきではないかなというふうに私は

思ってるんですが、その辺について市長のお考え方あ



－133－ 

ればお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまご指摘のありました

件についてでございますが、確かにライフスタイルか

らそれぞれの地域の状況が、この間大きく変わってき

てると思っております。他市町村におきましても直営

で管理をするという形態だけではなくて、さまざまな

形態で公民館、支所の管理運営を行っているところが

でているのも承知しております。 

 支所、公民館の管理運営につきましては、施設の維

持管理ということだけではなく、本来的にはその地域

の地域活動の中心になるというふうな、大きな期待も

私自身持っております。久慈市内も地域によりまして、

状況がそれぞれ違いますので、一遍に市の職員を配置

しないという体制でいけるところと、そうじゃないと

ころがあると思っております。 

 それぞれ地域の皆様の状況、管理運営をしっかりや

っていただける状況のところがあれば、そういったと

ころの皆様と具体的にどうするのか、どういうふうに

運営をしていったらより効果的な、地元のための支所、

公民館活動ができるか、そういう観点からも組織の見

直し、あり方について検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  ありがとうございます。これ

公民館の総括主査級、ほとんどが地区公民館にいるわ

けですが、私以前からも若手、ほんとに係長クラス若

手を派遣して、ほんとに公民館あたりは地域住民との

接点が職員と多いわけです。その辺からすれば、そう

いったほんとに若手にそういったとこに入っていただ

いて、地域としっかり、地域団体等と連携してほしい

なってこと以前に言ったことあるんですが、その辺に

ついての考え方はどういうふうに思ってるのかをお聞

きしたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  若手の職員配置も一つの選択

肢かとは思うんですけども、そもそも市の職員を配置

しなければいけないのか、そこも含めていろんな選択

肢があると思っておりますし、全ての公民館、支所同

じ扱いっていうのもこれも問題が出てくると思ってお

りますので、例えば大川目であれば大川目の運営をど

う持っていくのかというのを、やはり丁寧にそれぞれ

の皆さん、関係する皆さんと意見交換しながら、市は

市としての状況もあるわけですけども、やはり第一義

的にはよりより運営体制になるように、ご相談もさせ

ていただきたいと思っております。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  今の件に関しては、市長も先

ほどから小座談会を中心に、住民との接点を持ってく

ということですから、ぜひそういった機会をとられて、

あり方についても住民交えて話し合っていただければ

と思います。 

 時間がないので、次に学童保育については、先ほど

大沢俊光さんもお話になられた宇部のほうで今度やる

わけですが、うちの大川目にしても以前住民から親ご

さんのほうからつくってほしいってあったんですが、

なかなかニーズと実態となかなか合わなかった時期が

あります。そういった場合に施設をなかなか借りれな

い、見つけれない、今言った場合に、今子供が少なく

なってるわけですので、空き教室を利用したそういう

のもできないのか、その辺についてお聞かせ願いたい

と思います。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  今現在、学童保育の

ない地区は、今回の補正予算で宇部地区は補正予算に

お願いしておりますが、現在ない地区は大川目地区と

山形地区でございます。これらについては、地元要望

あるいは保護者さんからの要望等踏まえながら、運営

体制も含めて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。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  次に、７番の平庭トンネルで

すけれども、市長の所信表明にもあったように、今後

県のほうに要望してるということですが、以前は旧山

形村それから葛巻町で議員中心ですか、そういう形で

10回ほど開催して、10回でなかなか進展しないので休

止してる状況なんですが、どっちかっていうともう行

政主導でもう一度住民大会をして、やはり私はアピー

ルしていくのがひとつ大事じゃないかなというふうに

思いますけども、その点について行政主導でできるの

か、その辺についてお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長 

○副市長（中居正剛君）  平庭トンネルにかかわって
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のご質問にお答えし申し上げます。 

 従前は、議会中心に住民大会等開催してきたという

ことで承知しております。そして今回といいますか、

住民大会は開催しない方向で、今検討がなされてると

いう情報をいただいております。そうしたことから市

長が表明しております、平庭トンネル大変に重要だと

いうことで、市としても積極的にかかわっていくんだ

という気持ちでおります。そうしたことから、今両議

長さん、それから首長さんの四者会議を開催して、こ

の住民大会の開催の方向性といいますか、それらも含

めまして協議の場を設けて検討していきたいというふ

うなことで、今いろいろと調整をしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  ありがとうございました。ぜ

ひ進めていただきたいと思います。 

 それから、教育委員会なんですが、学校トイレの水

洗化については順次進めていって、まだ水洗化されて

ない部分があるようですが、早急に進めていただきた

いと。それから洋式トイレってことですが、今ほとん

どが洋式でもうウォシュレットっていいますか、そう

いった新しいとこはみんなそういうふうな形でやって

ると思うんです。 

 中学校なんか行くと、トイレ私らもたまに行って使

うときは、すごく狭いっていうか、子供たちも 近は

以前に比べれば多分体も大きくなってると思います。

そういって、今水洗化されてるとこでも、ほとんどの

家庭では今洋式が主になってるんですが、財政的に、

例えば古いとこを改修する場合にどの程度予算が必要

なのか、その辺については検討なされているのかどう

か、その辺についてお伺いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  トイレの水洗化というこ

とで、今年度平山小学校やってるところで、あと水洗

化に関しましては、あと２校ほど残ってるところでご

ざいます。 

 それと、洋式トイレということですけども、古くか

ら浄化槽等設置して和式トイレしかないような学校も

ございますけれども、そういうふうな学校では、ポー

タブル式の洋式トイレなんかも設置するなどで対応し

ているところでございます。 

 水洗化が一段落しましたら、それらの改修のほうに

も回っていきたいと考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  それから、次に同じように３

番、子供読書の推進についてありますけれども、学校

の図書館っていう、以前これ司書ですか、司書教諭で

すか、大きい学校にしかいないっていうことで、学校

単位の読書が進んでいかないっていうのもあるかと思

うんですが、各小さい学校ですと、子供たちの図書委

員会とかその学校で担当してる先生がいるわけですが、

なかなか読書の冊数が進んでいかないと、ある地域に

よっては、読書の時間を30時間とかって設定してやっ

てるところもあるようです。これは教育委員会として

さっき聞いたら、学校ごとに目標つけてるってことで

すので、ぜひとも教育委員会としても、子供読書の推

進にかかわっていってほしいなって思いますが、その

辺についてお伺いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  読書の重要性については教

育委員会でも先ほど申し上げましたとおり、認識して

おります。 

 読書指導につきましては、各学校ごとにやっており

ますが、例えばですけど久慈湊小学校では、朝読書、

家庭読書、読み聞かせというふうな形で３つの柱で指

導しておりますし、読書の目標は、例えば低学年80冊、

中学年60冊、高学年40冊というふうな目標を掲げてお

ります。これも時間ではございませんが、各学校がそ

れぞれの特色に応じた指導しているというところでご

ざいます。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を打ち切ります。 

 次に、社会民主党、梶谷武由君。 

    〔社会民主党梶谷武由君登壇〕 

○１番（梶谷武由君）  社会民主党の梶谷武由です。 

 市政の当面する諸課題について質問をいたします。 

 初めの質問は、防災公園整備事業についてです。 

 過日行われた議員全員協議会で防災公園整備に係る

経過説明が行われ、全体の整備費用が当初48億円であ

ったが、平成26年３月27日に全体事業費の額を社会資

本総合交付金復興枠の事業費と同じ額に修正して再提

出したと説明されました。 

 また、防災公園整備計画の見直しを行いたい、通称

立成地区の民家は範囲から除外したい、道路は夏井側
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から旭町側へ通したい、との意向も示されました。 

 私は、これまで防災公園整備計画について、場所の

選定の仕方、議会や市民の声を無視した行い方、市民

に多額の負担がかかるなどの観点から反対をしてきま

したが、既に計画が提出され、事業認可がされたもの

もあり、全てを白紙に戻すことは困難であると考えま

す。 

 市町村合併を行った自治体には地方交付税の特例措

置があり、久慈市もこの特例措置の対象で合併前と同

じ額の交付税措置が行われているわけですが、この特

例措置が終了すると、地方交付税額が減額されること

になり、市の財政負担がより厳しくなることは明らか

です。 

 防災公園整備事業を当初計画どおりに行えば、 終

的に市の財政負担が14億円以上になることが昨日の議

会で明らかにされています。 

 遠藤市長は、施政方針演述の中で、必要な施設を

小限の経費で整備したいと、防災公園整備計画の見直

しの意向を表明されました。市の財政負担を少しでも

少なくしようとする市長の考えを評価いたします。 

 防災公園整備計画の見直しに当たっての考え方と見

直しの内容について、市長の考えをお伺いいたします。 

 防災公園整備計画が既に提出され、事業認可がおり

ているわけですが、整備計画を変更する場合、県や国

との協議を行いながら計画を作成するものと考えます

が、計画変更の手続の行い方についてお伺いいたしま

す。 

 次は、公共施設の駐車場拡張についての質問です。 

 通学や通院のための交通機関は何とか確保できてい

るものの、通勤や買い物、日常の用事を足すことがで

きるくらいのバスや列車の運行が確保されておらず、

車の使用が欠かせません。車を使用する場合、駐車場

の確保は切実な問題です。 

 ３月に確定申告で市役所を訪れた方が、駐車場が満

車のため車をとめることができず申告しないで帰った。

市民が来庁したとき駐車できるようにしてほしいと、

憤慨しながら私のところへ電話がありました。 

 本庁舎の駐車場は満車に近いときが多く、駐車場所

を探すのに苦労することがたびたびあります。本庁舎

の駐車場拡張の考えについてお伺いいたします。 

 次に、久慈広域連合のごみ焼却場の建設計画につい

てお伺いいたします。 

 久慈地区のごみ焼却場は、建設から27年が経過し、

一般的な焼却場の耐用年数をはるかに過ぎているわけ

ですが、これまでの回答では補修しながら今後10年間

ぐらいは使用できると説明をされていますが、新焼却

場を建設する場合、計画から完成まで相当な期間を要

するわけで、建設計画を早急に立てる必要があると考

えますが、久慈広域連合焼却場の建設整備計画につい

てお伺いいたします。 

 ごみ焼却場の建設や運営費の各市町村の負担割合は、

均等割や人口割、あるいはごみの排出量割などよって

決定されると思いますが、どのようになっているかお

伺いいたします。 

 建設計画を策定するに当たって、二酸化炭素排出削

減や維持管理経費縮減の観点からも高効率の熱回収シ

ステムを導入すべきと考えますが、市の考え方をお伺

いいたします。 

 また、熱回収システムは温水利用や発電等が考えら

れますが、広域連合内ではどのように検討されている

かお伺いをいたします。 

 次の質問は、市道山岸線の側溝整備についての質問

です。 

 市道山岸線の畑田地内の排水側溝が整備されていな

いため、大雨のときなど宅地内への浸水や道路が冠水

し、通行が困難になる箇所があります。以前に町内会

で側溝整備のお願いした経緯がありますが、側溝の整

備計画についてお伺いいたします。 

 また、畑田保育園近くの道路が大雨等のとき冠水し、

小中学生等の通学が困難になるときがあります。側溝

整備が望まれますが、対策をお伺いいたします。 

 次の質問は、市道認定要件を満たさない道路の整備

についてです。 

 市道は、市が責任を持って整備を行っているわけで

すが、市道以外についてはその土地の所有者や管理者

が整備を行うべきであるとして、市は要請があれば砂

利等の支給は行うが、それ以外の整備はしてきません

でした。 

 市道認定要件を満たさない道路でも、多くの住民が

利用する道路については市が積極的に道路整備を進め

るべきと考えます。整備のあり方について再検討すべ

きと思いますが、考え方をお伺いいたします。 

 後は、教育行政についての質問です。 

 小中学校の準要保護の認定についての質問ですが、
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就学援助制度は、経済的理由によって就学困難な児童

生徒の保護者に対し経済的に支援することを目的とし

ていて、自治体が行うこととされております。要保護

に対しては国の補助がありますが、準要保護に対して

は国の補助がなく、地方自治体の裁量に任されていま

す。 

 準要保護については、平成16年度までは国の補助が

ありましたが、平成17年度以降は所要の事業費が地方

財政計画に計上され、地方交付税を算定する際の基準

財政需要額に算入されています。 

 給食費や学用品代を支給するこの就学援助は、経済

的に苦しい家庭にとっては心強い制度であり、子供の

学習する権利の保障にもつながっています。 

 準要保護の認定は、基本的には保護者の所得額によ

って認定の可否が行われます。昨年生活保護基準が引

き下げられたことから、準要保護の認定にも影響が出

ている市町村もあるとの報道があります。 

 当市において、生活保護基準の引き下げによる影響

があるか、認定に当たっての教育的な配慮がされてい

るか、認定率と認定者数の推移についてお伺いいたし

ます。 

 また、要保護児童生徒への生徒会費やＰＴＡ会費を

含む学用品等は、生活保護における教育扶助等におい

て措置されることとなっていますが、準要保護児童生

徒への生徒会費とＰＴＡ会費が支給されていません。

支給対象とすべきと思いますが、考えをお伺いいたし

ます。 

 後に、中央公民館の駐車場拡張計画についての質

問です。 

 中央公民館の駐車場が狭いので、体育館の駐車場を

利用することが多いが、行事があると満車になるため、

いつも駐車に苦労している。河川敷に駐車場をつくれ

ないだろうかと言われることも多いです。中央公民館

の駐車場拡張の考えをお伺いし、登壇しての質問を終

わります。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  社会民主党、梶谷武由議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、総合防災公園整備事業についてお答えをい

たします。 

 昨日の清風会代表髙屋敷議員ほかにお答えいたしま

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、都市施設の規模などのあり方について検討

を行い、その後において、都市計画決定の変更などに

係る諸手続を行いたいと考えております。 

 また、計画の策定に当たりましては、議会や市民の

皆様のご意見を幅広くお聞きしながら、進めてまいり

ます。 

 次に、公共施設の駐車場拡張についてお答えいたし

ます。 

 現在、本庁舎正面に来客者用駐車場といたしまして、

常時86台分を確保しております。 

 確定申告時期等の来庁者が増加する繁忙期におきま

しては当該スペースが満車となり、区画外への駐車が

散見されることもありますが、通年的には、おおむね

充足しているものと認識いたしております。 

 しかしながら、公共交通が脆弱な地域事情などから、

多くの市民の皆様がマイカーを利用せざるを得ない状

況にもありますことから、今後、来客者用駐車場の拡

張策について検討してまいります。 

 次に、ごみ焼却場の建設計画についてお答えいたし

ます。 

 まず、久慈地区ごみ焼却場の建設整備計画について

でありますが、現有施設の延命化を図るとともに、ご

み減量化などの施策を推進しながら、新たな施設整備

に向けた計画について、今後、構成市町村と検討・協

議していく必要があると、久慈広域連合から伺ってい

るところであります。 

 次に、管内市町村の焼却場建設費及び運営費の負担

割合についてでありますが、久慈広域連合の規約によ

りますと、建設費につきましては、建設年度の前年度

前５年間のごみ処理数量割の金額で、また運営費につ

きまして均等割と処理数量割とを合算した金額で負担

することと規定しておりますことから、この負担割合

によるものと考えております。 

 次に、高効率熱回収システムの導入についてであり

ますが、市といたしましては、地球温暖化対策を推進

するためにも、焼却処理に伴って生じるエネルギーの

有効活用を行う熱回収システムの導入についても検討

する必要があると認識しております。 

 次に、熱回収の利用方法についてでありますが、整
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備する施設の規模や熱効率により、どのような利用方

法が望ましいのか、また施設近隣での熱需要の有無や

建設に係る費用対効果の検証、維持管理負担の増嵩の

状況など、多角的な事項について構成市町村と検討・

協議をしていく必要があると、久慈広域連合から伺っ

ているところでございます。 

 次に、市道山岸線の側溝整備等についてお答えをい

たします。 

 まず、畑田地内の側溝整備につきましては、これま

で畑田バス停付近について、側溝の緩勾配の解消や内

カーブの滞水解消を目的として、整備を実施したとこ

ろであります。 

 未整備区間につきましては、側溝整備により浸水対

策が可能であるのか調査の上、財政状況等を勘案しな

がら検討を進めてまいります。 

 次に、市道山岸線の畑田保育園付近の冠水対策につ

いてでありますが、この箇所には、市道と並行して流

れる農業用水路があり、ごみを取り除くためのスク

リーンが設置されております。大雨時には、このスク

リーンにごみが堆積し、水路の流れを阻害して、越水

により市道が冠水する状況と捉えております。 

 対策といたしましては、市道に側溝の整備をするこ

とが有効であるのか検討するとともに、水路管理者へ

の適正な管理を引き続き要請してまいります。 

 後に、市道認定要件を満たさない路線の道路整備

についてでありますが、市では、市が管理する赤線道

路などで、市道認定要件を満たさない生活道の整備に

ついて、市民協働道路維持補修事業により地域住民の

皆様のご協力をいただきながら整備を実施してきてい

るところでございます。 

 そのほかの私道につきましては、私道補修材料等提

供要綱を定め、砂利等の道路補修材料を提供している

ところであります。 

 今後におきましても、生活道につきましては、要綱

等に従い、市の材料提供と地域住民の皆様のご協力を

いただきながら道路補修や管理に努めてまいりますと

ともに、市道認定基準を満たさない路線につきまして

も、その整備手法などを研究してまいります。 

 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  社会民主党、梶谷武由議員

のご質問にお答えをいたします。 

 まず、準要保護の認定基準についてでありますが、

当市では、就学援助事業実施要綱及び保護者認定基準

を定めており、具体的には「世帯収入が生活保護基準

の1.3倍未満である世帯に属する者」「当該年度に生

活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者」

「前年の収入にかかわらず、失業等の理由で収入が著

しく減少した世帯に属する者」「東日本大震災により

被災し、家屋が半壊以上の被害を受けた世帯に属する

者」を認定対象としております。 

 また、今年度の認定状況についてでありますが、６

月10日現在、530世帯、803人の児童生徒を認定し、認

定率は26.59％となっているところであります。 

 次に、生活保護基準の引き下げによる影響について

でありますが、今年度は生活保護基準引き下げ前の基

準を用いて認定することとし、影響がないように措置

しております。なお、生活保護基準引き下げ後の基準

を用いた場合、今年度認定した児童生徒のうち、30世

帯、51名が認定外となる影響が生じるものと試算して

おります。 

 次に、認定に当たっての教育的な配慮についてであ

りますが、認定基準の「前年の収入にかかわらず、失

業等の理由で収入が著しく減少した世帯に属する者」

を認定事由として教育的配慮の対象と定めており、今

年度におきましては、５世帯、７名を認定しておりま

す。 

 次に、認定率と認定者数の推移でありますが、平成

23年度は認定者が920人、認定率が27.59％。平成24年

度は認定者が896人、認定率が28.01％。平成25年度は

認定者が866人、認定率が28.03％となっております。

なお、この数値は、被災児童生徒が含まれるものであ

ります。 

 次に、就学援助費の支給につきましては、昨日の日

本共産党久慈市議団代表城内議員にお答えいたしまし

たとおり、生徒会費、ＰＴＡ会費は現在支給費目にな

っておりませんが、他市町村の動向等を見ながら、検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、中央公民館の駐車場についてでありますが、

現在、図書館と兼用で、27台が駐車可能となっており

ます。 

 利用者が多い場合、駐車ができないことがあること
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から、中央公民館等を定期的に利用するサークルには、

隣接する市民体育館の駐車場を利用するよう、ご協力

をいただいております。 

 今後においても、市民体育館の駐車場を利用してい

ただきたいと考えておりますので、ご理解をお願いい

たします。 

 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を許します。１番梶

谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  それでは、何点かにわたって

再質問を行いたいと思いますが、まず防災公園整備に

ついてですが、３月議会で質問をしたとき、第１期計

画だけでも一定程度の事業効果が出るような計画にな

っているというふうに答えているわけですが、昨日の

議員全員協議会の場で示された図面によりますと、夏

井町側から道路がつくられて平場、真ん中辺といいま

すか、旭町側との中央付近に平場があって、そこまで

が第１期計画というふうに示されたわけです。国の認

識では、道路が夏井町側から旭町側まで通らなくても

一定程度の事業効果があるという、そのような認識だ

ったのかどうか、まずお伺いをしたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  防災拠点としての効果でご

ざいますが、国のほうではある一定の面積、これは、

まず今、 低限度でも３・11の大震災のときの自衛隊

等、拠点となって活動できるような広さ、そういった

ものができて、それに幹線道路がつながっていれば効

果があるということでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  私は、その事業効果があらわ

れるには、やはり夏井町側から旭町側まで道路が通る

ことだというふうに思うんですが、市としての考えは

いかがでしょうか。先ほどは、国はつながらなくても

いいのだという認識だったようですが。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市といたしましても、福祉

の村、旭町側、こちらのほうに道路が接続をして、初

めて効果が絶大になると思っております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  第１期計画では、27年度まで

となっていて、さまざまな計画を変更する場合に作業、

あるいは事務手続等、大変忙しくなろうかと思うんで

す。旭町側まで道路を通すためには、できるだけ復興

枠を活用した道路の通し方というのを私は求めたいわ

けですが、広場、あるいは駐車場等の部分で、そちら

の部分をある一定程度狭くしても、少しでも旭町側ま

で通るような考え方を持っていただきたいと思うんで

すが、その辺についての考えはいかがでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  防災拠点のあり方ですけど

も、この補助の目的は、ある一定の広さの広場、自衛

隊等が駐屯できるような広さ、拠点となるような広さ

が必要であるということでございます。それに伴いま

して道路を認めるということでございますので、ただ、

市といたしましてはできるだけ道路延長を広く持って

いきたいというふうな形で考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  あとそれから、全体の事業費

を減額して縮小した形、48億円から18億円へというふ

うになったわけですが、復興枠の交付金に影響が出な

いのかどうかと、それから公園の整備計画が変更をさ

れて、そして整備が完了をすると、公園の形状といい

ますか、範囲が変わってくるわけですので、都市計画

審議会で決定された公園地の位置というのの変更が行

うようになるのか、その部分についてもお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  事業費でございますが、こ

れは事業認可時の48億、これは全体計画でございます。

18億円というのは、今現在、捉えてる復興枠の分でご

ざいます。 

 それから、公園の形でございますが、これから都市

計画マスタープランや緑の基本計画、これらで再検討

していきまして、その中でどのような形になるか。形

が決まってくると、 終的に都市計画決定とか、そう

いったものが出てくるかと思いますが、今現在、測量

等まだ発注しておりませんので、これからの話になる

と思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  たくさん質問したい部分があ
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って、残りの時間のほうも気にしながら質問してるん

ですが、次にごみ焼却場の部分についてお伺いしたい

んですが、焼却場を新しくつくるというふうになれば、

その場所、どこがいいのか、あるいは用地の確保、焼

却炉の機能、あるいは規模などさまざまな検討が必要

だと思うわけですが、かなりの期間を要すると思うん

です。 

 この焼却炉、10年ぐらいは使いたいと言っているわ

けですけれども、計画から完成までおおよそどれぐら

いの期間がかかるというふうに見込んでいるのか。ご

みのことですから、１日も休むわけにはいきませんし、

大きな故障とか、そういうのがこれあった場合も大変

なわけですので、その辺の計画をお伺いをしたいと思

います。 

 それから、各自治体でさまざまな形状といいますか、

形式の焼却炉があると思うわけですけれども、一旦つ

くれば、それこそ現在のでも27年ですから、20年、30

年使うような焼却炉と、それに数十億円の費用がかか

るということですので、計画は失敗をされませんし、

多大な金額、経費を投入してやるのですから、検討を

進めるに当たっても、他の自治体の状況を十分に把握

して、予想される効果の出る、さらにあるいは運転経

費が節減になる、そういう焼却炉建設に向けては、事

前の調査研究も必要かと思うんですが、その辺につい

て、検討するに当たっては市の考え方を伝えるべきと

考えますが、その辺についての考え方があればお伺い

をしたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  この際、本日の議事日程終

了まで会議時間を延長いたします。澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  久慈広域連合のごみ

焼却場の建設計画についての再質問でございます。 

 どのぐらい期間かかるのかということでございます

が、連合のほうでも明確なまだ事業計画については決

定しておりませんけども、いずれ用地の候補地の選定、

新設となれば、用地の選定、それから住民からの同意、

そして用地取得、それから調査設計、アセスメント、

そういったものもございますし、あとは建設に向かっ

ての基本計画、詳細設計など、おおむねそれらを勘案

すれば８年から９年ぐらいかかるのかなというふうに

は私のところでは捉えております。これ連合のほうで

は、まだ明確なそういったものは出しておりません。 

 それから、先ほど一旦建てれば20年から30年使う施

設だと、失敗が許されないということで、検討するに

当たってほかの自治体の状態とか経費とか、そういっ

たのについてもいろいろ勉強しなきゃならないのでは

ないかということでございますけれども、それはその

とおりだというふうに思っておりますので、こちらの

ほうでもいろいろ勉強しながら、その部分について、

連合のほかの構成団体といろいろ協議を進めてまいり

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  各家庭から出たごみを焼却炉

で、これまでと同じように燃やせば、ただのごみなわ

けですが、焼却したときに出る廃熱を利用して発電と

か、あるいは温水の利用というふうになってくると、

今度はごみが燃料に変わるというふうになると思うん

です。 

 特に、生ごみ等の水分等の多いごみを少なくすれば、

良質の燃料になるし、またそのとき、さらに山林なん

かでそのまま放置されている林地残材、あるいはそれ

以外、林地残材でなくてもですが、そういう木材等を

活用できれば一石二鳥にも三鳥にもなるのではないか

と。発電をというふうになればその施設内で利用する、

あるいは電力会社に販売するとなれば自治体の負担の

軽減にもつながると。そのことが市民の負担の軽減に

もつながると思うんです。ぜひ検討していただきたい

と思いますが、この考え方についてはどのような考え

を持っているかお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  ごみ焼却場から発生

します熱とか、それから焼却灰等の有効活用について

は、議員さんおっしゃるとおりだと思いますし、特に、

いわゆる質問にございましたけれども、効率の熱回収

システムですか、これについては新設する場合に国か

らの循環型社会形成推進交付金等の補助金の導入も考

えられますけれども、これにつきましてもそういった

システムの導入が交付要件等というふうになっており

ますので、新たな施設整備計画の中で、そういった熱

回収システムといいますか、そういった効率的にそれ

を利用できると、発電、あるいは温水を利用すると、

そういったものについては広域連合の中で検討されて

いくべきものだというふうに考えております。 

 以上です。 
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○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  ごみの排出量削減の部分につ

いてもお伺いしたいところですが、時間のほうが気に

なって、それは割愛をします。 

 次に、市道山岸線のことですが、整備計画について

ですが。町内会で要望した経緯がありますので、現地

の確認とか、あるいは概算事業費等、積算されたので

はないかなというふうに思いますが、その概算事業費、

あるいは現在の水路は改良区の水路に流れ込んでいる

わけですけれども、現在のところ、あるいは畑田川に

流すように考えているか。その辺についても現地調査

した、あるいは事業計画のところまではいかないにし

ても、考えた条件についてお伺いをしたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  畑田のご指摘の部分でござ

いますが、現地調査等を行っております。 

 ただ、勾配が緩いというところがありまして、そこ

の側溝、素掘り側溝ですけれども、これを畑田川のほ

うに持っていけるかということは、高さ等、これから

ちょっと測量等をしていかないと、全体的なお金のほ

うは、まだはじいておりません。 

 それから、保育園側のほうでございますけれども、

こちらにつきましても、今現在、用水路のスクリーン、

その手前にはけ口、沢里川へ通じる水路のはけ口とい

うんですか、余水吐きみたいなところがあるんですけ

ども、それらを改良区でのお願い、こちらのほうも検

討しておりますけれども、それと一緒にこの辺に側溝

を入れるということも、今これから検討してみたいと

思っております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  排水対策については、よろし

くお願いをしたいと思います。 

 それと、次に就学援助費にかかわる部分ですが、実

施要綱があるというのは平成18年に定められているわ

けですけれども、これに沿って現在も行われていると

思いますが、ここの中で、クラブ活動費、生徒会費、

ＰＴＡ会費、これが国のほうの要保護の基準ではある

のが、準要保護の久慈の基準ではないということなわ

けです。 

 文科省の通知に、それは金額までしっかりと明示さ

れながら、文科省から県教委に対して市町村教委を指

導するよう通知が出されていると思うんですが、そこ

の部分については通知を出されているという確認がで

きるでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  就学援助費のＰＴＡ会費、

生徒会費、クラブ活動費の補助費目ということですけ

れども、これにつきましては、平成22年に改正されま

して追加されたところでございますが、市のほうでは、

まだ対応してなかったのが現状でございます。県のほ

うからの指導通知というのは、ちょっと存じかねてお

ります。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  平成21年３月11日付で、文科

省から「経済的に就学困難な学齢児童生徒に対する就

学援助の実施について」という通知が出されて、その

通知の後に、これは毎年度だと思うんですが、事務処

理を適切に行うよう、さらに通知が出されていると思

います。 

 私の手元にあるのは、平成24年度分について、平成

21年度の通知に従ってちゃんとやりなさいよと、各市

町村教諭を指導しなさいというのが県教委宛てに出さ

れている、今手元にあるんですが、もしそれが市教委

に届いていないとすれば、県教委の職務怠慢ではない

かなというふうに考えますので、後で確認をしたいと

思います。 

 この通知の中の留意事項の中でも、教育的配慮とい

うふうには書いてありませんが、子供たちが学習をす

る上で配慮をしてやりなさいということもあって、そ

この部分については、先ほど答弁をいただきましたが、

それ以外についても特別な事情、例えば金額が生活保

護基準の1.3倍というふうになっているわけですけれ

ども、それを超えたからということで一律に切っては

いないか。あるいは所得のかかわりで、所得額のとこ

ろで、世帯の人数と所得とのかかわりが出てくるわけ

ですけれども、たまたま家族の方が、高齢の方が施設

に入所して、住民票がなかったために所得がオーバー

したということで認定が受けられなかったとか、さま

ざま形態があるわけです。 

 私が以前にといいますか、大分前になるわけですが、

仕事をしていたとき、保護者の収入が生保基準の1.3

倍を超えても、事情があって、これこれこういう事情

で、ぜひ援助が欲しいというふうな申請をしたとき、
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やはり配慮していただいて認められた経緯もありまし

た。 近、何か1.3倍でぴしっと切られているという

ようなことも聞いておりますので、配慮の仕方が足り

ないのではないかなというふうに思います。この通知

の文書を十分検討していただきながら、今後、実際の

取り扱いについては、ぜひ配慮していただきたいと思

いますが、そこの部分についてもお願いをいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  生活保護基準が1.3倍と

いうことで基本的にやってございますけれども、突然

に所得、あるいは家庭状況等変わった場合は、それな

りに配慮しながら運用しているところでございます。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  それから、認定基準のことに

ついてですが、生活保護基準の1.3倍と、所得ですが、

そこのところについて、久慈市では今年度分について

は配慮したという、このことについては評価をしたい

と思います。 

 ただ、今のままだと、来年度は引き下げになる可能

性が高くなるわけです。 

 そこで、所得の基準を、1.3倍を、生活保護の基準

が下がったわけですから、生活保護基準の例えば1.4

倍にするとか1.5倍にするというふうな考えがないか、

そこについてはいかがでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  生活保護基準の変更によ

りまして、その基準を利用いたしまして就学援助を決

定してるというところで、今年度につきましても、文

科省等からも厚生労働省等からも、生活保護基準を変

更したけれども、従来の方向でやっていただきたいと

いう文書が入っております。これが来年度以降、どう

いうふうな取り扱いになるのかは、ちょっと今のとこ

ろは定かではございません。それらを見ながら対応し

ていきたいと思います。 

 また、生活保護基準の1.3倍というラインというこ

とでございますけども、これにつきましては全国的、

あるいは県内でも1.3倍を使ってるのが一番率という

か、数が多いので、その辺の状況を見ながら、その辺

の他市の推移を見ながら対応してまいりたいと考えて

おります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○副議長（下舘祥二君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 ６月25日の本会議は、議事の都合により午後１時30

分に開会いたします。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後５時10分   散会   
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