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  平成26年６月23日（月曜日）午前10時開議 

 

本日の会議に付した案件 

  議案第１号 平成26年度久慈市一般会計補正予算

（第２号） 

  議案第２号 平成26年度久慈市魚市場事業特別会

計補正予算（第１号） 

  議案第３号 平成26年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４号 平成26年度久慈市公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号） 

  議案第５号 平成26年度久慈市水道事業会計補正

予算（第１号） 

──────────────────── 

出席委員（22名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 下川原 光 昭君 

４ 番 上 山 昭 彦君 ５ 番 泉 川 博 明君 

６ 番 木ノ下 祐 治君 ７ 番 畑 中 勇 吉君 

８ 番 砂 川 利 男君 ９ 番 山 口 健 一君 

10 番 桑 田 鉄 男君 11 番 澤 里 富 雄君 

12 番 中 平 浩 志君 13 番 小 栁 正 人君 

14 番 堀 崎 松 男君 15 番 小 倉 建 一君 

16 番 小野寺 勝 也君 17 番 城 内 仲 悦君 

18 番 下 舘 祥 二君 19 番 中 塚 佳 男君 

21 番 髙屋敷 英 則君 22 番 宮 澤 憲 司君 

23 番 大 沢 俊 光君 24 番 濱 欠 明 宏君 

欠席委員（１名） 

３ 番 藤 島 文 男君 

  ──────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 大 森 正 則 事 務 局 次 長 嵯 峨 一 郎
議事グループ 
総 括 主 査 田 髙  慎 

議事グループ 
主 任 長内紳悟

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 遠藤 譲一君 副 市 長 中居 正剛君

総 務 部 長 勝田 恒男君 総合政策部長 一田 昭彦君

総合政策部付部長 奈良  透君 市民生活部長 澤口 道夫君
健康福祉部長 
(兼)福祉事務所長 和野 一彦君 農林水産部長 米澤 喜三君

産業振興部長 澤里 充男君
建 設 部 長 
(兼)水道事業所長 中森  誠君

山形総合支所長 中新井田欣也君 会 計 管 理 者 鹿糠沢光夫君

教 育 長 加藤 春男君 教 育 次 長 小倉 隆喜君

選挙管理委員長 大沢 寿一君 監 査 委 員 石渡 高雄君

農業委員会会長 宇部  繁君 
総務部総務課長 
(併)選管事務局長 久慈 清悦君

農 業 委 員 会
事 務 局 長 泉澤 民義君 

教 育 委 員 会 
総務学事課長 夏井 正悟君

監査委員事務局長 田端 正治君   

そのほか関係課長等 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開議   

○委員長（泉川博明君）  ただいまから、予算特別委

員会を開きます。 

 欠席通告者は、藤島委員であります。 

 本委員会に付託された議案は、議案第１号から議案

第５号までの平成26年度各会計補正予算５件でありま

す。 

 なお、議案の審査日程は、本日１日間となっており

ます。 

 この際、お諮りいたします。議案別の審査方法につ

いては、その都度お諮りして進めてまいりたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 委員各位にお願いいたします。質疑の際は、記載の

ページ及び項目等を示して、簡潔にお願いいたします。 

 それでは、付託議案の審査に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第１号 平成26年度久慈市一般会計補正

予算（第２号）   

○委員長（泉川博明君）  議案第１号「平成26年度久

慈市一般会計補正予算（第２号）」を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。第１条は、歳入歳出予算の補正

については、歳入歳出別款ごとに、ほかの各条につい

ては、条ごとに説明を受け、審査を行うことにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  よって、そのように決定い

たしました。 

 それでは、審査に入ります。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入９款地方交付税、

説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、事項別明細書

によりご説明申し上げます。 

 12ページをお開き願います。９款１項１目地方交付
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税でありますが、普通交付税交付見込み等により、

9,362万1,000円の増ほか１件の増、合わせて５億

6,850万4,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 12款使用料及び手数料、説明を求めます。勝田総務

部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  12款使用料及び手数料１

項使用料でありますが、７目土木使用料は、消費税引

き上げに伴う汚水処理施設使用料として9,000円の増

額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 13款国庫支出金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  13款国庫支出金２項国庫

補助金でありますが、１目総務費補助金は、被災地域

記録のデータ化を行う震災アーカイブ構築事業6,081

万2,000円の増、地域活性化に向けた事業に交付され

るがんばる地域交付金１億6,547万6,000円の増、合わ

せて２億2,628万8,000円の増額。２目民生費補助金は、

地域介護・福祉空間整備推進交付金1,740万円の増ほ

か１件の増、合わせて１億3,340万円の増額。６目土

木費補助金は、社会資本整備総合交付金除雪機械整備

事業400万円の増ほか１件の増、合わせて700万円の増

額。７目教育費補助金は、国の補正予算に係る平成26

年度事業を前倒し実施による平成25年度予算措置分と

して、学校施設整備事業9,497万8,000円の減額。この

項は、合わせて２億7,171万円の増額を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。小野寺委

員。 

○小野寺勝也委員  民生費補助金で地域介護・福祉空

間整備推進交付金、二つあるわけですが、特養いわゆ

る福祉施設の整備にかわっての交付金だと思うんです

が、その内容について教えてください。 

○委員長（泉川博明君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  この交付金でござい

ますが、小規模特養に対する建設費と、それから備品

費の補助金でございます。建設費のほうは、１床当た

り400万ということで、29床ということで１億1,600万

円ということになりますし、備品費のほうは１床当た

り60万、これが29床ということで1,740万というふう

な補助金になります。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 14款県支出金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  14款県支出金１項県負担

金でありますが、３目消防費負担金は、水防活動709

万9,000円を計上。２項県補助金でありますが、１目

総務費補助金は、地域経営推進費665万7,000円の増額。

２目民生費補助金は、施設開設準備経費助成特別対策

事業540万円の増ほか４件の増、合わせて3,920万

8,000円の増額。３目衛生費補助金は、健康増進事業

135万4,000円の増ほか１件の増、合わせて371万2,000

円の増額。４目労働費補助金は、緊急雇用創出事業

1,147万8,000円の増額。５目農林水産業費補助金は、

農業経営高度化支援事業42万円の増ほか２件の増、合

わせて１億6,291万5,000円の増額。この項は、合わせ

て２億2,397万円の増額を計上。３項委託金でありま

すが、７目教育費委託金は、岩手の復興教育学校支援

事業40万円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  児童福祉費の分ですが、放課後児童

健全育成事業関係ですけども、これは宇部小学校区に

学童保育が設置されるということでの補助金だと思う

んですが、設置内容といいますか、児童数とかですね、

それから開所予定は夏休み前かと思うんですけど、い

つごろなのか、その内容についてお聞かせいただきた

い。 

 もう一つは、この児童病児保育事業ということがあ

りますが、さきの議会で、たしか関上クリニックが対

応するような話がずっとあったんですが、その具体化

なのかどうか、その内容についてもお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  放課後児童健全育成

事業でございますが、これは確かに宇部の学童保育に
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対する補助でございます。現在ある民家を改造いたし

まして、７月の夏休みには開設をしたいということで

ございまして、対象数は十数名というふうに伺ってお

ります。 

 次に、病児病後児保育でございます。これは市内の

関上クリニックさんがこの保育を行いたいということ

でございまして、事業開始は９月からを予定してると

いうふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この学童保育の補助については、非

常に当局が機敏な対応してくれたなというふうに思っ

てますし、宇部地区もかなり前から欲しい欲しいと言

いながら、なかなか立ち上げ切れなくてきたというよ

うな歴史があるわけですので、ぜひそういった意味で

はご支援をお願いしたいというふうに思います。 

 私自身も、県の学童保育とか、それから市連協とか

かわりを若干持ってまして、そういった意味では、市

連協としても具体的な相談には乗ってるようでござい

ますので、市とそういった久慈市学童保育連絡協議会

と連携した形の立ち上げ支援というのが非常に必要か

と思いますので、そういった点についての積極的な対

応していただきたいと思いますので、再度お願いした

いと思います。 

 それから、関上クリニックですが、たしか去年、私

は、一戸病院の実態をお知らせをしながら質問した経

緯があるんですが、一戸病院は玄関があって、右に曲

がると、一般の小児科診察、左に曲がると、病児保育

室があるんですね。今回、関上クリニックさんがやろ

うというのは、病院内に設置しようとするのか、近く

の病院外に保育所を設置してやろうとするのか、その

計画内容についてもお聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  病児病後児の保育の

関係でございますが、これは関上こどもクリニックさ

んの中において保育事業を行うということでございま

して、とりあえず２名ぐらいの対象児童を考えている

ようでございますが、今後、対象児童がふえるようで

あれば、また新たな展開も考えていきたいということ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 15款財産収入、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  14ページをお開き願いま

す。15款財産収入２項財産売り払い収入でありますが、

１目不動産売り払い収入は、土地売り払い収入4,389

万4,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員  私は、従来、市の遊休地を売り払っ

てというような話をしてきておりますが、この額が大

きいようですが、ここはどういう内容かお伺いしたい

と思います。 

○委員長（泉川博明君）  浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  今回の土地売り払い収入

の計上の内容ということでございますが、今回のやつ

は、震災によって被災した用地を市として造成して地

権者といいますか、新たな被災者に売り渡すというふ

うなことでございまして、その内容というふうになっ

ております。 

 あと一部、長内地区の市道用地として県に売り払う

ものが含まれております。 

 今、委員からご指摘がございました遊休地の部分に

つきましては、今回予算計上ございませんが、いずれ

可能なものからといいますか、できるだけ、そういっ

た遊休の資産については売却していくような方向で進

めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今の問題ですが、いわゆる漁集団

地の問題だと思うんですが、場所といわゆる軒数です

か、それを教えてください。 

 それから、二つ目は、以前にも確認の意味で聞いて

きてるんですが、いわゆる震災に遭った場所を買い上

げてもらって、それで新たに団地で取得するという関

係ですね。いわゆるプラスマイナゼロになるように持

っていくんだということだったんですが、今回のケー

スでもそういう基本方針が守られてるのかどうか、そ

の２点お聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  櫛桁復興推進課長。 

○復興推進課長（櫛桁善一君）  今出ました、今回予

定しております被災集団移転に伴っての区画の売り払

いの予定でございますが、全体で15区画、４地区に15

区画予定してございます。そのうち25年度に３地区の
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５区画が分譲が完了してるということになってござい

ます。 

 今回計上させていただいた内容でございますが、残

っている２地区の10区画、これは久慈湊・大崎地区の

９区画と、玉の脇地区１区画の10区画を合わせて、金

額にして4,122万5,690円ほどとなってございます。 

 全体で25年度完了した分合わせまして、5,473万

8,264円ということになっておりまして、これにつき

ましては復興交付金によって造成等々させていただい

ておりますので、この歳入については、ことし６款の

ほうに歳出のほう計上させていただいておりますが、

国庫へ返還するというような格好になります。今申し

上げましたとおり、売った土地と払う土地は一緒、合

計一緒になります。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 17款繰入金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  17款繰入金１項基金繰入

金でありますが、１目財政調整基金繰入金に２億497

万4,000円の増額。４目東日本大震災復興基金繰入金

に１億2,039万8,000円の増額。５目地域の元気臨時交

付金基金繰入金に１億3,246万1,000円の増額。９目長

寿と健康のまちづくり基金繰入金に268万円を計上。

この項は、合わせて４億6,051万3,000円の増額を計上

いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  財政調整基金の繰入金ですが、今回

２億ほどの繰り入れになるんですが、累計で幾らにな

るかというのと、それから久慈市の財政規模、予算規

模を考えた場合、適切なといいますか、目標とする金

額、これぐらいの財調の積み立てがあればいいという

ふうに考えているか、その部分についてお伺いします。 

○委員長（泉川博明君）  浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  ただいまの財政調整基金

の内容でございますが、累計でということでございま

すが、当初では繰り入れを行っておりませんので、今

回が本年度に関しては、今回の補正の額が累計の繰入

額ということになります。 

 それから、２点目といたしまして、当市の財政規模

に照らして適正なということでございますが、特に適

正値とか目標値とかというものはございませんけれど

も、一般質問で市長からもご答弁申し上げております

が、県内の各市と比較した場合に、 下位クラスとい

うふうなことで、決して積立額として十分な額ではな

いというふうには思っておりますが、なかなか厳しい

中で、できるだけ積み立てしていく方向で検討といい

ますか、財政運営できればというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  その累計額、これまでの、現在も積

み立てしているのがあるわけですが、２億円ほど積み

立て、繰り入れれば、合計で幾らになるか、残高が幾

らになるかと、それから適切な成果目標値はないと言

いましたが、数字できちんとなくても、例えば予算規

模の幾らぐらい、何％あるいは何十％というふうな形

での大まかな考え方等でも示していただければと思い

ます。 

○委員長（泉川博明君）  浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  失礼いたしました。財政

調整基金の残高ということでございますが、今回の補

正後の残高でございますが、15億8,757万3,000円とな

っております。 

 それから、２点目の適正なといいますか、数値的な

というふうなことでございますが、これについては特

に定められていないということでご了承いただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 18款繰越金、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  18款１項１目繰越金であ

りますが、前年度繰越金に9,999万9,000円の増額を計

上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 19款諸収入、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  19款諸収入４項４目雑入

でありますが、地域文化施設公園事業500万円の増ほ

か４件の増、合わせて2,313万4,000円の増額を計上い

たしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 20款市債、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  20款１項市債であります

が、歳出予算に計上いたしました各事業のうち、適債

事業について市債を発行しようとするもので、高機能

車庫棟整備事業債6,190万円の減額ほか３件の増、１

件の減。この項は、合わせて２億630万円の減額を計

上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出に入ります。 

 給与費明細書及び２款総務費、説明を求めます。勝

田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  それでは、 初に給与費

等について、補正予算給与費明細書によりご説明を申

し上げます。 

 32ページをお開き願います。特別職でありますが、

表の一番下の比較欄でご説明申し上げます。その他の

特別職は、報酬151万3,000円の増となりますが、これ

は嘱託職員の通勤割増報酬を計上したものであります。 

 以上で給与費等の説明を終わります。 

 それでは、前に戻っていただきまして16ページをお

開き願います。 

 ２款総務費１項総務管理費でありますが、１目一般

管理費は、嘱託職員の通勤割増報酬として嘱託職員報

酬９万5,000円の増ほか７件の増、合わせて1,920万

7,000円の増額。５目財産管理費は、車両管理経費78

万8,000円の増ほか１件の財源構成。６目企画費は、

ふるさと納税寄附者への特典として、企画関係事務経

費32万円の増ほか７件の増、合わせて２億4,077万

5,000円の増額。９目諸費は、消費者行政推進事務経

費９万5,000円の増額。この項は、合わせて２億6,086

万5,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。小野寺委

員。 

○小野寺勝也委員  ２点お聞かせください。 

 一つは、ふるさと納税についてです。きのうの朝日

新聞でも報道されて、久慈市では、礼状と100万円以

上で感謝状というのが現状だと報道されてるんですが、

そこで、特典制度ですね、例えば寄附納税額に応じて

多少ランクみたいなのがあろうかと思うんですが、そ

ういう特産品を贈呈するという中身についてお知らせ

いただきたい、第１点。 

 それから、公共施設等の整備管理事業費、市長の所

信表明演述にもあったんですけども、その概略的な内

容についてお知らせください。 

○委員長（泉川博明君）  重政策推進課長。 

○政策推進課長（重浩一郎君）  ふるさと納税につい

てのご質問でございます。今現在考えているところで

ございますが、ふるさと納税の寄附をいただいた方に

3,000円程度の特産品を考えております。それに送料

合わせまして4,000円程度で、件数としては、昨年度

実績を踏まえて、昨年度ベースで70件程度ということ

で計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  ご質問いただきました公

共施設等総合管理事業費でございますが、これは国の

といいますか、国土強靭化法にかかわっての地方版と

いうふうなことで、それぞれ各市町村、自治体が公共

施設等の管理、建物等の関係あるいは道路とかそれか

ら水道、そういったインフラ的なものも含めての公共

施設を管理して、将来的に 低10年程度の期間という

ことになっておりますが、可能であれば、30年程度先

を目標とした計画を策定するというふうなことで国の

ほうから示されております。 

 26年度から28年度まで、策定の経費となる部分につ

きまして２分の１の特別交付税措置が受けられるとい

うふうなことで、この３年間の間にそれぞれで取り組

んで策定するようにというふうなことになっておりま

す。 

 当市におきましては、今回ここで予算化といいます

か、計上させていただいておりますが、26年度、27年

度の２カ年の中で策定していきたいというふうに考え

ておりまして、内容とすれば、やはり相当にボリュー

ムのある計画となりますので、専門の業者に委託する

形で進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  重政策推進課長。 

○政策推進課長（重浩一郎君）  ふるさと納税につい
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ては、納税額に応じてということでございましたが、

現在のところ、寄附額に応じて、品物の数をふやすな

どのことで対応してまいりたいというふうに今想定し

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  企画費のところですが、震災アーカ

イブ事業で、これは震災の記録をデジタル化して活用

するということですが、デジタル機器を使用できない

といいますか、活用できない、そういう方々への対応

というのは、どのようになるのか。 

 もう一つは、太陽光発電ですが、補助の基準等の変

更があるのか、そこの部分について、これまでと同じ

なのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  震災アーカイブ事業

ですが、いわゆるデジタル的にちょっと苦手な方につ

きましては、２次展開としまして、例えば、町内会の

研修会なんかで活用していただくとか、あるいは小学

校とか、それは大人の方ですが、お子様には小学校の

防災教育とか、そういう部分でいろいろ活用できるの

かなと思ってました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  ただいまご質問いた

だきました住宅用太陽光発電の関係でございますが、

こちらにつきましては当初予算で500万円予算措置い

ただいておりまして、本年度さらに500万円積み増す

ということでございます。中身的には１キロワット当

たり５万円ということで、従前どおりの補助というこ

とになります。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  17ページの国際リニアコライダーの

事業負担金にかかわってお尋ねしたいんですが、昨年

度、私、一般小中高校生にこの事業の内容、あるいは

夢のある話でありますから、岩手県内にこの国際都市

がつくられる意義なり波及効果、これらについてぜひ

県南のほうで盛んに講演会なり、事業の内容等のかか

わる会議等が盛んに開かれておるわけですが、県北の

沿岸のほうではなかなかにしてそういう企画といいま

すか、会議等も開かれてないということでお話しした

経過がありますが、鋭意努力して、関係機関と努力し

て、これからそういう機会をつくっていきたいという

ふうな答弁をいただいたんですが、これまで、そうい

う会議なり、そうした企画なり実績、それから新たな

平成26年度の計画等があれば、お聞かせいただきたい

んですが。 

○委員長（泉川博明君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  リニアコライダーの

部分につきましては、ご承知のとおり、岩手県の北上

山地が候補地の一つとされていることから、積極的に

岩手県全体で推進しようということで、４月に行われ

ました岩手県国際リニアコライダー推進協議会も設立

になっております。こういう部分に参加して、積極的

に久慈市としても取り組んでいくものだと考えてます。 

 実際は県南、それから宮城県、そちらのほうが拠点

になろうかと思いますが、岩手県にできればそのよう

な国際都市ができ、そういうような夢の広がる事業で

もありますので、岩手県全体でやっぱり機運を盛り上

げていかなきゃならない部分かなと思ってました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  機運を盛り上げていくというふうな

ご答弁をいただきました。具体的に小中高校生なり一

般の方々に、そうした意義浸透を図るような会議等を

企画して、積極的に講演会なり、新たな平成26年度、

実施いただければ大変いいんじゃないかと思いますけ

れども、再度。 

○委員長（泉川博明君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  今の委員お話のとお

り、今後いろいろその協議会とか、県なんかといろい

ろ連携して、できれば、そのような久慈でも何かの動

き、協議会なりができればよろしいのかなと思ってま

した。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  中平委員。 

○中平浩志委員  17ページの国体関連事業費と推進事

業費、実際に何に使うのかということ、単純です。 

 あと、先ほど震災アーカイブ、一般質問でも出まし

たけども、デジタル化ということで事業進めていくん

ですけども、デジタル化も私はすごく後世に残すため

にいいことだなというふうには感じますけども、ただ、

デジタル化も電気がないと全く使えないと。やっぱり
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ある程度の部分、アナログも私は将来的には必要な部

分なのかなというふうに感じますけども、そういった

平行線でそういうふうな考え方というのは持ってるか

どうか、お聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  下山国体推進課長。 

○国体推進課長（下山琢也君）  ご質問いただきまし

た国体開催推進事業費443万円の内訳についてでござ

いますが、県内諸会議及び中央競技団体等の打ち合わ

せ旅費として33万4,000円、事務消耗品等の需用費と

いたしまして５万円、県の競技団体等の打ち合わせ時

の会場借り上げ料として６万6,000円、国体軟式野球

連絡協議会負担金として５万7,000円、いわて国体久

慈市実行委員会補助金として392万3,000円を見込んで

いるものでございます。 

○委員長（泉川博明君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  国体関連事業費のほうで

ございますけれども、これにつきましては国体が実施

されます柔道競技に係る会場の設計費及び畳購入費、

畳購入費につきましては683枚、2,936万8,000円、こ

の畳の台車、柔道タイマー等合わせて3,872万8,000円

となっております。 

○委員長（泉川博明君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  震災アーカイブの関

係でございますが、いわゆるこの事業はご承知のよう

に、記録を劣化しづらいデジタル化に保存して、イン

ターネット等で広く公開するもので、データとしての

そういう部分の収集ができますんで、お話のとおり、

アナログ的な部分、例えば写真なんかも出して、皆さ

んが見れるような活用しやすい方法を検討していきた

いと考えております。 

○委員長（泉川博明君）  中平委員。 

○中平浩志委員  国体関連の事業に関連しますが、今、

畳約630枚買うということで、多分そうかなとは思い

ました。ただ、今ある畳、規格が違いますんで、その

畳自体をこれからどういうふうな形で活用していくの

か、お聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  予算で要求しております

畳の規格ということでございますけれども、現在、国

際規格のほうが変更になっておりまして、日本の何間

とかという尺じゃなくて、今回畳更新しようとしてる

ものは２メーター掛ける１メーターの国際規格に合致

したものと更新したいというものでございます。 

 失礼しました。今残ってるもの等につきましては、

中学校とかそういう施設等で再利用できるかどうか応

募をとってまいりたいと考えております。 

○委員長（泉川博明君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それでは、ちょっと組織の改変に

もかかわる問題なんで、ここで質問をさせていただき

ます。 

 その前に、まず、先ごろ、つい 近なんですが、市

でアンケートをとりましたよね。人口減少対策、そう

いう意味のアンケートだと思うんですが、20項目ぐら

いいろいろある中から、どれがどういうことをしてほ

しいのかっていうようなものを選べとか、あるいは項

目になくても、 後のほうなんですが、人口減対策と

して何をしたらいいのか、してほしいのか、そういう

事業ですね、そういう先進事例を挙げて書きなさいと

いうような、そういう内容のアンケートだったと思う

んですが、これは誰がどこが担当して、誰に対してア

ンケートをとったのか、そこをまずお伺いしたいと思

います。 

○委員長（泉川博明君）  重政策推進課長。 

○政策推進課長（重浩一郎君）  人口減少についての

アンケートについてでございますが、現在、職員を対

象にいたしまして、総合政策部のほうでアンケート、

職員対象に行っているものでございます。まだ回答は

今取りまとめている状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それでは、一般質問でも私はこの

人口減対策というようなことで若者定住対策というよ

うな、そういう意味の質問をさせていただきましたけ

れども、通告には具体的に書いてなかったんですが、

いわゆるこの若者定住対策、人口減対策というのはい

っぱいあるわけですよね。教育に絡む部分もあるし、

福祉、民生に絡む部分もあるし、あるいは、もちろん

雇用の問題等もあるわけでして、それぞれの課でそれ

ぞれに担当している、いっぱいあるものを、やはりそ

れぞれがばらばらな対応では、その効果っていうんで

すか、そういう面では半減してしまうんじゃないかと。

そういう意味で若者定住対策というような名称でなく

てもいいんですが、そういう意味のやはり庁内にプロ

ジェクトチームをつくったらどうかというような、そ
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ういうこともお話ししましたんで、これは通告の項目

になかったんで、当然答弁はいただいてないわけでご

ざいます。したがって、この人口減対策として、やは

りそれを 重要の課題として取り組んでいくというか

らには、そういうプロジェクトチームをつくる、プロ

ジェクトチームであったり、あるいはプロジェクトで

すね、そういうものをつくるという必要があるんじゃ

ないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（泉川博明君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  委員長、お願いございます。

予算案の審議でお願いしておりまして、なかなかにこ

の今人口減少のご質問をいただきましたが、それらに

ついては答えろということであればお答え申し上げま

すが、そこのところを整理していただけないでしょう

か、お願いいたします。 

○委員長（泉川博明君）  委員各位にお願いをいたし

ますが、質問の際は、記載されているページと項目を

示し、簡潔にお願いをいたします。髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  これは予算の特別委員会ですよね。

３月の予算委員会あったわけですが、骨格だというこ

とで、今回、補正的な意味の予算委員会なわけです。

これは１年間の市の事業であったり方針であったり、

そういうものを議論する場ではないかというふうに思

うんですが、委員長いかがですか。先ほどの私の質問

は、この予算委員会の質問にふさわしくないというふ

うに判断されますか。 

○委員長（泉川博明君）  できるだけ関連した質問に、

質問に対して関連の質問であればいいんですけども、

髙屋敷委員の今の質問に対しては、委員長として、望

ましくないと考えます。髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  つまり補正であっても、補正とい

うのはこれからも出てくるわけですね。こういう議案

として予算案が出てくるということは、必ずそこに金

額が出てきますね、事業名とか。１年間、委員会、ほ

とんどそういう内容ばかりなわけです。この市役所の

組織をやはり少し変えたほうがいいんじゃないか。こ

れどこで質問すればいいんです。一般質問の場でしか

質問できないといことですか。 

○委員長（泉川博明君）  私はそう思います。 

○髙屋敷英則委員  困ったな、それはな、そういう答

弁ではな。ここに書いてある、例えば事業、金額、そ

れに直接関連することでなければ、ふさわしい質問で

はないという判断ですか。 

○委員長（泉川博明君）  そうと判断します。そうい

うことであれば、３月の予算委員会でやるべきものを、

今ここで特別委員会で補正の、ちょっと委員長として

考えてもらいたいんですけども、いかがでしょうか。 

 髙屋敷委員に申し上げます。直接関連する質問をお

願いいたします。補正予算についてですね。髙屋敷委

員。 

○髙屋敷英則委員  ３月の予算委員会というのがあり

ます。これはもちろん１年間の方針、そういうものも

含めて議論しなきゃならない。今回は６月、骨格予算

だということで、特別にこの予算委員会をつくってる

わけですね。しかも状況は、３月のときと執行者が、

市長がかわってるわけですね。そういう意味では、そ

の１年間のこれからのそういう議論というものも必要

だと思うんですが、ここまで言って、委員長がこの質

問をふさわしくないというふうに判断するのであれば、

これはしようがない、ここでやめますけれども。私は

そういう議論というのは必要だと、議論の場というの

は。今回の補正とはいえ、この特別委員会ですね、予

算特別委員会、そこでそういう議論を認めないで一体

どうするんですかって。委員長の再度、その判断をお

聞きしたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  委員長として、私 初に、

「質疑の際は、記載のページ及び項目等を示して、簡

潔にお願いいたします」と申し述べております。これ

について、髙屋敷委員は、項目とかページ数を申さな

いで質問しておりますけれども、その辺につきまして、

髙屋敷委員がどのように考えておりますか。 

○髙屋敷英則委員  私は、市役所の組織の改変にかか

わる問題なんで、この総務費で質問しますよ、 初に

お話ししてるんです。 

○委員長（泉川博明君）  髙屋敷委員に申しますけど

も、委員は、ページ数も項目も示しておりませんけれ

ども。 

○髙屋敷英則委員  今総務費の審査をしてるんでしょ。

だから、私は、ここでこの質問をいたしますというふ

うに言っております。冒頭にお話ししてます。 

○委員長（泉川博明君）  委員は、冒頭と申しまして

も、私は委員長として、記載ページ及び項目を示して

質問をしてくださいと申し上げているんですよね、

初のあれで。だから、髙屋敷委員は、この項目とか
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ページ数とか示さないで質問してるわけですよね。 

 城内委員。 

○城内仲悦委員  暫時休憩をしていただいて、ちょっ

と相談する時間をつくったほうがいいと思いますので、

休憩を求めます。 

○委員長（泉川博明君）  それでは、暫時休憩といた

します。 

    午前10時49分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午前10時56分   再開   

○委員長（泉川博明君）  委員会を再開します。 

 款に関連する質問は当局が回答できかねることが考

えられますので、この件については議会運営委員会な

どの場で話し合うこととし、本特別委員会では冒頭申

し上げましたとおり、補正予算に直接関連する項目に

ついて質問くださるようお願いを申し上げます。 

 質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  一つ目は、先ほど給与費明細書で特

別職の通勤手当、嘱託職員の。151万3,000円というふ

うになってるんですが、それで予算措置見ると嘱託職

員の報酬で９万5,000円なんだということが説明あり

ました。今回嘱託職員で通勤手当が必要だという方が

いたとうのは、どういう職種で嘱託職員が採用されて、

この150万の内容は９万5,000については通勤手当とい

いますけど、あとは報酬がふえたということなのか、

その内容と。どういう内容なのか職員の採用なのかお

聞かせください。 

 それから、先ほど公共施設等総合管理事業費という

ことで国土強靱化法なるものを安倍政権が出してんで

すが、実はこの問題以前に、いわゆる公共施設の長期

化といいますか、長寿命化というのが確か取り組んだ

経緯があるんですよね、これまで。それとの関連どう

なのか。 

 今回また新たにコンサルタントに委託をして、２年

間でつくるということですが、どうもそのコンサルタ

ントと聞くとアレルギー私発生するんですが、国の補

助事業が出たときに必ずコンサルにいくわけですけど

も、コンサルトとのつながりと補助事業関連があるの

かどうか。 

 当然その一定の何社かのコンサルタントを指名して

入札になることですが、そういった形での今後対応に

なってくるのか。特別この事業に関して、このコンサ

ルにという指示系統はないと思うけども、ちょっとそ

の関連があったら、その辺の中身お聞かせください。

大体コンサルタント、しかもそのコンサルタント料は、

今回幾らぐらいで1,100万のうちの予算計上なってる

のか、その辺をお聞かせください。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  初の質問にお答えします。 

 非常勤職員、それから臨時職員の待遇改善に取り組

んでまいりたいというふうに考えておりまして、今年

度は先ほど給与費明細書に出ております非常勤職員の

通勤割り増し報酬の支給をしようということで、キロ

数に応じて、詳細については担当のほうからご答弁さ

せますが、通勤割り増し報酬ということで日額で距離

に応じて加算して、報酬額のアップを図りたいという

ふうに考えているものでございます。 

 それから、非常勤職員の年次休暇の繰り越し、現在

単年度で翌年度繰り越しができないわけですけども、

それについても使用しなかった日数があった場合には、

次の１年間に限りでございますが、この日数及び時間

がある場合は、それを繰り越しできるようにしようと

いうものでございます。 

 それから、非常勤職員、それから臨時職員に、それ

ぞれ期間に応じて夏季特別休暇が与えられているわけ

でございますが、それらの日数についてもふやそうと

いうことで、現在この３点について待遇改善に取り組

みたいというものでございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  ただいまの副市長から答

弁いたしました非常勤嘱託職員の日額旅費の詳細でご

ざいますが、距離別に今臨時職員のほうに支払ってる

と同じような形で片道が２キロから、２キロ以上５キ

ロ未満については日額100円、５キロ以上10キロ未満

につきましては200円。10キロ以上20キロ未満につき

ましては300円。20キロ以上の職員につきましては400

円ということで、それぞれ嘱託職員につきましては各

款項目から対応するところから支出というか予算計上

しておりますので、それぞれのところで計上して合計

151万3,000円ということになっております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  浅水財政課長。 
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○財政課長（浅水泰彦君）  公共施設総合管理計画の

関係でご質問いただきました。これまで長寿命化に取

り組んだ、計画策定に取り組んだ経緯があるんじゃな

いかということでございますが、建設部のサイドで橋

梁に関しての長寿命化計画というものは定めておりま

すが、部門編というふうなことでございまして、トー

タル的なものはございません。先ほどもお答えいたし

ましたが、今回のこの計画、これは市の施設全て箱物

からそれからインフラ系までというふうなことで、全

てにわたっての計画策定を行うというものでございま

す。 

 それで、コンサルの活用ということでございますが、

特にこれをコンサルであるというふうな国の指示系統

というふうなものではございません。コンサルありき

ということではございませんが、先ほどもお答えいた

しましたとおり、相当のボリュームがあるというふう

なことで、なかなか今内部事務と並行して、限られた

年限の中で策定していくと。そして効果を発揮してい

くということは、なかなかに大変だなというふうなこ

とで、今回委託料としての予算化をお願いしたもので

ございます。 

 委託費の割合がどのぐらいかということでございま

すが、ここではっきり申し上げますと、ちょっと今後

の契約にも支障が出る部分もございますが、おおむね

この予算額が委託料というふうなことでご理解いただ

ければというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうでした、建設部の関係の長寿命

化だったと今思い出しましたが、確かにそうでした。 

 この点は国土強靱化というよりも、まさに必要なこ

とだというふうに思いますので、やはりしっかり点検

をして、そして、どこをどうすれば本当に安全に使う

ことができるかと。それは、それぞれの自治体がちゃ

んとつかむと、担当がつかむということ大事だと思う

んで、そういう点で本当に役に立つようなしっかりし

たものを私はつくってほしいと。1,100万というお金

かけるわけですから、本当にしっかりしたものをつく

ってほしいというのは強く要望しておきます。 

 もう一つは、この今あえて嘱託職員の改善について

説明があったんですが、これも聞かないとなかなか答

えてくれないことなんですね。しかし、こういったこ

とについてはいいことですから、大いに説明の段階で

もう少ししゃべってもらうと非常にいいと、副市長遠

慮しないで、こういうのはせっかく予算化をして、嘱

託職員の改善を図るということについてね、方針をつ

くって改善を図るんだということについてもっとこう、

真正面から説明してください。質問があってから説明

するんじゃなくて、こういうことについては改善を図

ろうとしているという意思を、きちんと私はあらわす

ことが。 

 今後とも必要なもんですよ、聞かれたら答えるんじ

ゃなくて。積極的にこういうことしますということに

ついては説明の段階で私は証明してほしいなというふ

うに思いますので、その点についてお聞かせください、

今後の予定含めて。 

○委員長（泉川博明君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  議会に対しての説明責任と

いいますか、説明については一生懸命やっていきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  じゃ17ページのクライペダ市関連の

ことでございます。この事業仄聞するところによると、

９月の秋祭りごろ向こうから来られて、それの接待に

かかる金額だということなんで、その具体的接待の内

容、どういうふうなことを考えてらっしゃいますか。

久慈には国際交流協議会というのもありますし、それ

から後、多分20年の記念あたりのときにでもこちらか

ら訪問するんですね。その後も訪問されたりして、か

なりお世話になってるんですけども、それに対する感

謝の気持ちもあるでしょうし。 

 それから、もう一つはやっぱりウクライナ問題で、

このクライペダ市はロシアからの天然ガスが100％の

国だと聞いてますけども、そのようなところもありま

すので、できたら市民との交流の場というんですか、

出していければなと思いますけど、そこら辺の考え、

お願いしたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  クライペダ市からの訪問

の関係のご質問でございます。今のところ具体的詳細

はこれから詰めていくところですが、秋祭りの時期に

クライペダ市長からほか総勢８人ぐらいから訪問いた

だく予定で今進めているところでございます。 
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 今委員がおっしゃったとおり、今までも 近であれ

ば21年ですか訪問してるんですが、あとそれから24年

にも訪問しておりまして、それから被災した、東日本

大震災のときに被災したときにも寄附金というか、ク

ライペダ市民の方々から寄附等いただいておりまして、

それらの復興の状況等もごらんいただきながら、あと

いろいろと歓待というか、来た人たちにいろいろ市民

と一緒にやりたい、歓迎申し上げたいと思っておりま

す。 

 内容につきましても、国際交流協議会等とも相談し

ながら、一緒に歓迎したいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それから、クライペダ関係なんです

けど、国際交流の展示場がありますよね、中央公民館

に。意外と市民の方ご存じじゃないんじゃないかと思

いますけど、あれもう少し充実させる気持ちはござい

ませんでしょうか。 

○委員長（泉川博明君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  昨年度におきましては、

国際交流協議会の協力等得まして、いろいろ高校生の

方とかお願いしてリニューアル等して、なかなか予算

等のない中でみんなの協力をいただいてリニューアル

して、皆さんにできるだけコマーシャルもしたんです

が、なかなか確かに皆さん見ていただかない部分もあ

ると思います。これからいろいろと協議会の方々とも

相談しながらコマーシャルに努めて、充実についても

まず皆さんの参加というか、そういう面から協力等い

ただきながら頑張っていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 ３款民生費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ３款民生費１項社会福祉

費でありますが、１目社会福祉総務費は婦人相談員活

動経費１万9,000円の増。給付対象者を中学生までと

する拡大に要する費用として乳幼児、小中学生、妊産

婦及び重度心身障害者医療費給付事業費447万7,000円

の増ほか４件の増、合わせて1,828万8,000円の増額。

２目老人福祉費は介護保険事務経費756万円の増、ほ

か10件の増、合わせて２億136万7,000円の増額。 

 18ページをお開き願います。この項は合わせて２億

1,965万5,000円の増額を計上。 

 ２項児童福祉費でありますが、１目児童福祉総務費

は（仮称）宇部児童クラブ施設改修費補助金等として、

放課後児童健全育成事業費162万3,000円の増ほか４件

の増、合わせて495万5,000円の増額。２目児童福祉運

営費は病児・病後児保育事業費335万9,000円の増。３

目児童福祉施設費は僻地保育所運営費112万3,000円の

増額。この項は合わせて943万7,000円の増額を計上。 

 ３項生活保護費でありますが、１目生活保護総務費

は生活保護法施行事務費50万5,000円の増ほか１件の

増、合わせて56万2,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。小倉委員。 

○小倉建一委員  17ページ、下から３行目、４行目に

なりますが、地域介護・福祉空間整備等なんですが、

３月議会でもかなり議論、質疑したわけですが、特に

私や濱欠委員は、２月あるいは３月に建設事業者を決

めなくてもいいんじゃないかということで、予算化も

なってないし、もう選挙目当てのように見えるぞとい

うことで質問してきたんですが、その後募集は何者か

あったようなことは聞いておりますが、その後どのよ

うに推移して、現在どのようになっているのかお伺い

したいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  古屋敷介護支援課長 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  ただいまのご質問

にお答えをいたします。 

 まず、 初の質問項目なんですが、地域介護福祉空

間というものについては地域密着型小規模特養で、そ

の下の認知症対策共同生活介護というのは、３行目、

４行目でございます。それで３月議会で応募状況はと

いうご質問があって、当時部長が「３者でございま

す」というふうにお答えをいたしておりました。 

 その３者の応募申請は受け付けしたところでありま

すが、その後流れとして２者のほうから事情があって

辞退したいという流れになっております。その中にお

いて１者におきましては、その事業はどうしても進め

なければならないという過程の中で、新年度、26年度

に入りまして、その事業計画は適正であるかどうかと

いうことで私ども介護支援課のほうから、窓口になっ

ていただきまして市で設置している社会福祉法人設立

認可等審査委員会のほうに１者の事業計画、そのもの

についてはどのようなことでしょうかということで審

査依頼をお願いいたしました。その中においては事業
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計画、それからその後における進行状況については適

正であるというようなご意見をいただいているところ

であります。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  19ページ、19ページの民生費の児童

福祉費にかかわって、宇部の児童クラブですか、これ

についてお伺いしたいと思いますけども。宇部町では

数年前から、この学童クラブといいますか学童保育が

ほしいということで活動した経緯がありますけども、

なかなか実現されなくて、ここに来てやっと、この補

正において予算化していただいたことに、まず感謝を

申し上げたいと思います。 

 そして、この児童クラブの設置に当たってですけど

も、10名以上の学童が必要だというようなことをお伺

いしたわけですけども、宇部小学校のように小規模校

60人前後しかいない全校生徒の中で、常に10人以上の

学童を確保するというのは難しいときも出てくると思

うんですよね。そういった事態になったときも、こう

いった規制の緩和というか、した形で補助ができるよ

うな体制をとってもらいたいと思うんですけども。そ

の件についてお伺いをしたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  宇部の学童クラブに

かかわりまして、入所児童数の関係でございますが、

国庫補助の要件でございますが、 低の児童数のとこ

ろが10名以上19名以下、そして次が20名以上というふ

うに段階がございました。これによりまして、この補

助活用して運営をする場合には10名以上が必要だとい

うことになってまいります。この10名を切った場合に

は、県のほうの支援の制度もございますので、もし今

後そのような事態になった際には、その辺も検討しな

がら支援をしてまいりたい考えでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それでは、17ページの民生費の上

から２番目、先ほど説明がありました中学生までの医

療費を無料化するという、こういう内容の説明でござ

いました。その基本的なことなんですが、中学生まで

無料化するという基本的な狙いといいますか、目的と

いいますか、そういうものっていうものはどういうも

のなのか。これは今までもそういう議論がなされてき

たのに、なかなかこういう中学生まで無料化というよ

うなところまでいかなかったわけでございまして、今

回そこに踏み切ったと、英断だというふうに思って大

変いいことだなというふうには思うんですが、その裏

づけとなってる狙いとか目的、そういうものについて

ちょっとお伺いしたいと思うんですが。 

○委員長（泉川博明君）  蒲野市民課長。 

○市民課長（蒲野喜美男君）  医療費助成の狙いとい

うふうなご質問だと思いましたけども、これにつきま

しては乳幼児から今回中学生まで拡大しようというふ

うなことなんですけども、ひとり親とか重度心身障害

者につきましては無料になりますけども、まず 初に

お話しておきたいのが中学校まで無料といいましたけ

ども、２分の１助成、通常の小中学生は２分の１助成

と。現在小学生まで２分の１助成実施しておりますけ

ども、それを中学生まで拡大して２分の１助成にする

と。 

 ただ、先ほど申し上げましたけども、ひとり親なり

重度心身障害者につきましては、従来個人負担があり

ますが、このことによりまして中学生までこれらの該

当者の方は無料になるというふうなことで、一点ご理

解いただきたいと思います。 

 それから狙いですけども、受診者のやはり心身の健

康の保持増進あるいは子育ての充実というふうな狙い

から本事業を実施しておりますけども、小学校だけじ

ゃなくて、ある程度範囲を幅を拡大することによって、

その恩恵が公平に行き渡るのかなというふうなことで、

今回は小学生から中学生までまず拡大するというふう

なことで事業実施したいということですので、ご理解

願いたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  なかなか今までそこまで踏み切れ

なかったという、この理由は簡単なんですよね。例え

ば、よそでやっているから久慈市でもどうだと、財政

負担が重いということで。例えば人口が10分の１のと

ころでこういう事業をやるのと人口が10倍のところで

事業やるというと、財政負担というのはどうしても10

倍のほうが重いものが出てくる。 

 それで、やっぱりこういうのが言ってみれば、普通

はスケールメリットというような言葉をよく言われる

んですが、スケールデメリットというんですか、いわ

ゆる人口は10倍だけれども、予算は10倍あるわけじゃ
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ないと。そういう意味から言うと、そのスケールデメ

リットと言えるような部分のものだと思うんですが、

そういう事業というのはいろいろあると思うんですよ。

これに限らず、今回多分子育て支援、いわゆる若い方

の定住対策ですね。そういう意味合いもあって、こう

いうことをやったんだろうというふうに思うんですが、

これと同じようなスケールデメリットというようなそ

ういう部分の政策事業というものがほかにないのかど

うなのか、そこをちょっとお伺いしたいと思うんです

が。 

○委員長（泉川博明君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  今のスケールデメリ

ットについてお話がございましたが、例えば乳幼児の

予防接種とか、そういうふうな面では結構スケールデ

メリットというのはありますけども、やはり子育て支

援というのは今や国でも大きな課題となっております

し、久慈市でもこれについては対応してまいりたいと

いうことでございますので、そういうふうなデメリッ

トもございますけども、やはりメリットのほうも大き

いというふうなこともございまして、これについては

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。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私から17ページ、地域介護の福祉空

間整備等事業費にかかわってお聞かせを願いたいんで

すが、昨年の12議会終了後12月28日付でしたか、この

募集を開始したんであります。結果として、予算のな

い事業を26年度事業ということで事前に募集事務をす

るというふうなことだったでわけですが、スケジュー

ル的には12月議会が終わって間もなく募集をするんだ

よという考え方があったわけですけれども、議会には

結果としてこれについての事前説明はなかったんです。 

 私は遠藤市長の今後の方針として、議会に丁寧に説

明するというようなことであります。私は事業募集そ

のものが平成26年度の前倒しで募集するという行為が

あったとしても、それはそれで議会のほうに予算がな

いわけですから、予算がないけれども実は26年度の事

業募集を間に合うように、26年度、27年度の当初に開

設ができるようにということで、事前にスタートした

というふうなことの、やっぱり12月議会に説明するい

とまがあったと思うんですけれども。市長、遠藤市長

であれば、事前説明したと思うんですが、この点まず

１点お聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの点につきましては、

昨年の12月は前の体制での話だと思いますが、やはり

本来的に予算措置を待って行うべきものというふうに

思いますが、そこに何らかの事情があるということで

あれば、市の方針を募集かければ、それに応募があれ

ば、それに対応するということになりますので、そう

いった際には事前に議員の皆様に事情をご説明してご

了解をいただいた上でやっていくべきものと思います。 

 そうでないと、逆にいきますと、事務は進んで、後

で事務が途中で頓挫すると、進まなくなるということ

がありますと、相手方にもご迷惑をかけるということ

になろうかと思っております。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  改めて市長のこの議会への説明責任

を果たすという強い思いがあるということを聞いて安

心しましたが、そこで、この社会福祉施設なんだけれ

ども、久慈広域連合が策定した第５期介護保険事業計

画に基づいて、平成26年度の整備する予定なんだとい

うふうなことでスタートしたわけでありますが、先ほ

どの答弁聞きますと、当初３施設からの事業者の応募

があったんだが、結果として１施設、一つになったと。

予算見ると29人のほうかなと思ったんですが、聞き違

いなのか、もう１回そこのところ答弁お願いします。 

○委員長（泉川博明君）  古屋敷介護支援課長 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  ただいまのご質問

にお答えをいたします。 

 第５期の久慈広域連合で作成した介護計画の中には、

29人床の小規模特養ホーム一つ、それから９人のグ

ループホームをつくるという二つの事業計画がござい

ました。それに対して３者の応募があったと。そして

２者が辞退しているという内容のものでございます。 

 者というのは応募した者という者が３者の中から２

者辞退しているという内容でございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  そういうのを私聞いたんですよね。

そこで１者になったと、３者が結果１者になったとい

う平成26年度の今事業を開所しようとしているのは１

者、１事業者というふうに答弁聞いてね、そこで、そ

の１事業者は29人のほうの事業と私は受けとめるんで
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すが、事業者名はここで公表できないかどうか、そこ

について１点。 

○委員長（泉川博明君）  古屋敷介護支援課長 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  お答えをいたしま

す。 

 今１者応募しているものについては、29人床の小規

模特養ホームでございます。ただ、この小規模特養

ホームにつきましては、今から運営形態、審査してい

るわけですけど具体的に入っていくと、それから対外

的なものもあるということでございますので、詳細に

ついては私限りでは公表しないほうがよろしいのかな

というふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  わかりました。そこで、昨年の12月

28でしたか、この募集開始して、今課長言うとおり２

施設、認知症対応型の共同生活介護施設グループホー

ム、これも募集したわけですが、結果として平成26年

度はこの認知症対応型のやつが現在では計画としては

頓挫してる状況であるというふうに思われます。 

 それが平成26年度第５期介護保険計画、久慈広域連

合が目指してるこの計画が、それによってずれていき

やしないかという、認知症対策がね。その点を心配し

ているわけですが、どういう方向性を持っているかお

聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  古屋敷介護支援課長 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  お答えをいたしま

す。 

 グループホームにつきましては９人のユニット型と

いうことでございますが、これにつきましては３年前、

介護計画をつくった時点で必要であるという考え方か

ら、これについてはきょうの予算を成立といいますか、

今議会が終わりましたら予算の裏づけ、債務負担行為

が生じますので、改めて募集して事業を計画していき

たいというふうに考えております。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  だからね、私は３月議会のときも話

した。予算ないものを盛り込んで事前に募集するのも

いいんだけれども、結果として、その事務もうまく対

応できなかったと。そして改めて26年度債務負担行為

をして、これについて募集を改めてするということだ。

ということは、あのときの募集は何だったのだろうと。

小倉さんもお話しましたけれども、政策誘導、選挙誘

導的なものがあったのかなと、私はそういう気が強く

しましてね。実は予算のないものをそうやって選考、

事業募集するのはいかがなものかと。 

 遠藤市長はそういうことがないように、これからは

議会にきちっと説明をしながら対応していくというよ

うなことであります。いずれ第５期連合のこの計画に

ついては、何とか26年度補正あるいは債務負担行為を

して計画に達成するように努力するという答弁ですが、

再度確認しながら終わります。 

○委員長（泉川博明君）  古屋敷介護支援課長 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  今後の介護支援と

いうことの考え方になれば、この施設は必要だという

ことで進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今の濱欠委員の質問に関連して、何

か答弁がはっきりわからないわけですが、この二つの

施設があって、一つは３事業者が申し込んで一つ残っ

てるということで、別のほうが募集もなかったのかど

うなっているのか、この募集要項では２月下旬にも決

定するという予定で進んでいるわけですよね。その辺

のもう少し詳しく答弁してもらわないと、３月の議会

の議論がどうだったか、さっぱり吹っ飛んでしまうよ

うな状況ですので、詳しくひとつお願いします。 

○委員長（泉川博明君）  古屋敷介護支援課長 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  それでは詳しくと

いうことでございますので、29人の小規模特養ホーム、

これに応募したものが２者、グループホームに応募し

たものが１者、それで計３者という内容でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  それでまだ、どこにするか決まって

るか決まってないかどうか、どっちのほうが１者が残

っているのか、その辺をはっきりひとつお願いします。 

○委員長（泉川博明君）  古屋敷介護支援課長 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  お答えをいたしま

す。 

 小規模特別養護老人ホーム、これについては２者の

応募があって１者が２月28日に辞退をいたしておりま

す。それからグループホームでございましたが、この

１者の方は４月に辞退をされております。 
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 したがいまいして、今小規模特養ホームの１者が先

ほど説明したように、社会福祉法人設立を審査委員会

の中で事業計画は適正であるというふうなことから進

めているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  それでいつごろ、１者に決まるのが

いつごろかお伺いします。 

○委員長（泉川博明君）  古屋敷介護支援課長 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  今の質問にお答え

をいたします。 

 社会福祉法人設立認可等審査委員会につきましては、

５月14日に決定をいたしました。その中において事業

は進めていただくように、準備行為はするようにはお

話をしております。 

 ただ、今議会において予算が成立しない限り、交付

決定とかそういうものにかかわっての債務負担行為、

これは確定できませんので、補助金の内示等そういう

ものについては示していないところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今の問題で途中経過省いてですね、

結論的にお尋ねいたします。いわゆる29床の小規模特

養、グループホーム、この広域の介護施設整備計画に

のってるわけですが、開設時期は来年の４月ごろ、４

月に想定するという理解でいいのかどうか。 

 それから、もしお知らせいただけるのであれば、場

所等についてお知らせできるのであればお知らせくだ

さい。 

○委員長（泉川博明君）  古屋敷介護支援課長 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  お答えをいたしま

す。 

 この事業計画そのものについては26年度事業でござ

いますので、施設等については26年度間内に、その間

において事業所を開設するための許認可がございます。

それは今後になりますが進めてまいりたいというふう

に思っておりますが、ただ委員もご存じだと思います

が、現在物流と人件費、そういうものがどう流れてい

くのか、あるいは高騰ですね、物資高騰、そういうも

のがあるかと思いますので、目標としては27年４月に

持っていきたいということがありますが、何かの事情

が発生する危険性もあるなというふうに捉えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

 場所等については今後の計画等に影響があることも

考えられますので控えさせていただきたいなと思いま

す。ご理解願います。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ４款衛生費１項保健衛生

費でありますが、１目保健衛生総務費は健康増進計画

策定経費として市民保健推進経費518万2,000円の増ほ

か４件の増、合わせて829万7,000円の増額。２目老人

保健費は健康増進事業費270万8,000円の増額。３目予

防費は乳幼児に対する季節性インフルエンザ予防接種

補助金等として感染症予防事業費1,767万6,000円の増

額。 

 20ページをお開き願います。この項は合わせて

2,868万1,000円の増額を計上。２項清掃費であります

が、１目清掃総務費は補助金の補助率増減額の拡充分

として、ごみ集積場整備事業費補助金45万円の増額を

計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。小栁委員。 

○小栁正人委員  19ページの母子保健事業費に関連し

て、これはあれでしょうか、妊婦の歯科健診というこ

とに説明書では書いてありますが、これは３月に条例

制定された歯と口腔の健康づくり条例、これが施行さ

れたから行われるようになった事業なのかどうか、ま

ず、そこからお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  藤原保健推進課長。 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  ただいまの質問に

ついてお答えいたします。議員さんのおっしゃるとお

り、昨年度歯と口腔の健康づくり条例が制定されまし

て、ライフステージごとに応じた歯科保健対策が大切

であることから、今年度につきましては取り組みが手

薄な妊婦さんの歯科健診を実施するものであります。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  わかりました。そこで、その条例の

中に、第８条に、歯と口腔の健康づくりに関する基本

的な計画、要するに基本計画を定めるものとするとあ

るわけですけど、今後この基本計画をつくる時期とい

いますか、年度内につくられる計画でしょうかお尋ね
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いたします。 

○委員長（泉川博明君）  藤原保健推進課長。 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  計画づくりにつき

ましては、今年度予定してございます。市民経費のほ

うで計上してありますけども、そちらのほうで長寿社

会づくりソフト事業交付金を使いまして策定の予定と

なっております。７月にアンケートを実施しまして、

８月から11月にかけまして委員会のほうと地区座談会、

健康づくり委員会等を実施をいたしまして、２月、３

月ごろに完成の予定を考えております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  21ページ、ごみステーションの補助

基準等拡充をするということですが、補助率とか上限

額についてお伺いします。 

○委員長（泉川博明君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまご質問あり

ましたごみ集積場整備事業費補助金の内容でございま

すが、この補助率につきましては現行３分の１となっ

てございます。それを２分の１にいたしまして、あと

上限でございますが、限度枠３万円となっております

ところを７万5,000円に上げたい、拡充したいという

内容でございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  感染症予防事業費にかわって１点

お聞かせください。ロタウイルス、感染性胃腸炎です

か、具体的にどういう病気なのかわからないですが、

このロタウイルスの久慈市内といいますか、この管内

での発症状況とですか、そういうのはどれぐらいにな

っていますか、ご存じでしたらお知らせください。 

○委員長（泉川博明君）  藤原保健推進課長。 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  ロタウイルスの感

染状況ということでございますが、このロタウイルス

感染症は乳幼児に多く発生する胃腸炎でございまして、

大体０歳から２歳までの発症が４分の３を占めるとさ

れておりまして、 近の情報によりますと管内３ない

し４件と伺っておりましたけれども、確実ではござい

ませんので了解をいただきたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そこで、今の答弁であったように、

件数とすれば、そう多いという状況ではないようです

けども、ただ１回ワクチンやると１万超すというよう

なのもあって、２回やんなくちゃならないということ、

親の負担も結構なものだというふうに思うんですよね。

そこで、新聞報道によると、気仙地方の２市１町では、

これを助成対象にしたという報道もあるわけですけど

も、これについても助成の対象に加えるべく検討すべ

きではないでしょうか、いかがでしょうか。 

○委員長（泉川博明君）  藤原保健推進課長。 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  ロタウイルスにつ

いてご質問いただきました。このウイルスにつきまし

ては水ぼうそうと高齢者肺炎球菌、今回２ワクチンが

定期接種化にされるわけですけども、今回の定期化へ

は見送られたワクチンであります。 

 それで、医学的、科学的観点からも、やはりこのワ

クチンにつきましても今国のほうで予防接種部会にお

きまして定期化への検討がされているところでござい

ますので、引き続き国の動向等注視してまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  清掃総務費に関連しますが、プラの

対応対策でごみステーションの増設が必要だというこ

とだと思うんですが、２分の１補助で７万5,000円と

いう限度額になったようでございます。 

 そこで以前から申し上げてきてんですが、市街地の

ステーションが設置しなくて、ずっとネットで覆うと

いうあんまりよろしくない風景がずっと続いてますね。

私は以前に例えばコンクリートの塀なんかに組み立て

方式のステンレスのやつですけど、あるんですよね。

そういったのを設置して使わないときには畳んで板み

たいになると、そして使うときだけ広げるという方式

があるんですね。 

 具体的に農業新聞の広告欄に写真入りで載ってるん

ですけども、そういった意味では町なかの景観といい

ますか、ということから見ても必要なことだなという

ふうに思ってますが。せっかく補助金を引き上げる中

で、あわせて街なか景観のためをネットの収集場所か

ら、それぞれの関係者の了解、ご協力を得ながら、ち

ょっとそういう形のステーションを設置していくとか

ということについて、私は町内会任せじゃなくて、や

っぱり久慈市がきちんとかかわって、街なか景観とあ

わせていくような方向を示していただきたいなという
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ふうに思うんですが、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまご質問いた

だきました市街地のごみステーションのネットの件で

ございますが、これまでも時折カラス等の被害といい

ますかカラス等の影響によりましてごみが散乱すると

いう情報はお聞きしております。 

 今後につきましても、委員ご指摘いただきましたと

おり折りたたみ式のステーションにつきましては、地

元のこともございますので今後衛生班長さん方と相談

しながら、前向きに検討したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 ５款労働費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ５款労働費１項１目労働

諸費でありますが、出稼ぎ対策経費１万9,000円の増

額。３目勤労者家庭支援施設費１万9,000円の増額。

この項は合わせて３万8,000円の増額を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款農林水産業費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ６款農林水産業費１項農

業費でありますが、２目農業総務費は嘱託職員報酬３

万8,000円の増、ほか２件の増、合わせて3,797万円の

増額。３目農業振興費は交流促進センター改修事業費

がんばる地域交付金316万8,000円の増、ほか３件の増、

合わせて１億880万5,000円の増額。４目畜産業費は久

慈費堆肥センター改修事業費がんばる地域交付金１億

2,237万6,000円の増額、ほか１件の増、合わせて２億

3,545万2,000円の増額。５目農地費は担い手育成土地

利用調整推進事業費84万1,000円の増、ほか１件の増、

合わせて277万3,000円の増額。 

 22ページをお開き願います。この項は合わせて３億

8,500万円の増額を計上。２項林業費でありますが、

２目林業振興費は林道維持管理費500万円の増ほか３

件の増、合わせて3,134万1,000円の増額を計上。３項

水産業費でありますが、２目水産業振興費は魚食普及

拡大推進事業費26万円の増、ほか３件の増、合わせて

2,598万6,000円の増額。４目漁港建設費は漁港整備事

業費、単独600万円の増、ほか１件の組み替え、合わ

せて6,073万9,000円の増額。この項は合わせて8,672

万5,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。木ノ下委

員。 

○木ノ下祐治委員  林業費、23ページの木炭生産施設

整備事業補助金か、これ。これを今使う、補助金も受

けるのはいいんだけども、これを誰が使う予定がある

んでしょうか。 

 それと、木質バイオマス活用推進事業補助金、これ

2,459万1,000円か、これは侍浜のあそこの施設のこと

だと思うんですが、あそこを木を切った後を見ると結

構傾斜がありますね。なぜあそこにこの施設をつくる

ことになったのかお聞かせをいただきます。 

○委員長（泉川博明君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  それでは、お答えを

申し上げます。 

 まず初めに木炭生産施設の補助金でございます。こ

れは東日本大震災によって被害を受けた大量製炭窯が

何カ所かあるというふうに伺っているところでござい

ます。 

 そしてプラスして、これまでこの標準整備費101万

ほどかかるというふうに、これは県の木炭協会の発表

の事業費なんですけども、これに対しまして今まで補

助事業がございましたけれども、定額の８万円という

補助制度でございました。いかにも実行性が少ないの

ではないかということをこちらでは考えておりまして、

かつては平成20年ごろまでは久慈市は日本一の木炭の

生産量誇ってたときがあります。それが今半減あるい

は３分の１程度まで落ち込んでおります。このハード

だけでは当然木炭の生産量は上がるとは思っておりま

せんが、まずはこのハードの対策を講じたいというこ

とで101万円の２分の１、50万5,000円、これを限度額

といたしまして２基分をここに計上させていただいて

おります。 

 当初予算でも16万ほど措置しておりまして、プラス

して101万円分を計上させていただいております。た

だ、ソフト事業、これをミックスして初めて生産量が

向上していくと思いますので、昨年度から当市では日

本一の炭の里推進協議会の事務局会長は市長になって

おりますので、そこと連動しながら今落ち込んでいま
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すが少しでも上昇カーブのほうに切っていけるような

形に取り組んでまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 次に、木質バイオマス活用推進事業費補助金でござ

います。これにつきましては侍浜小学校の隣の市有林

を活用させていただきました。これについては議員全

員協議会でもいろいろ議論をいただいたところでござ

いますけれども、24年度ＦＳ調査、事業可能性調査を

実施いたしました。一年間かけて実施いたしました。 

 そして25年度、それを受けて一年間ブラッシュアッ

プ、いろいろ検討をしてきたものでございます。そん

な中に１月下旬に県のほうから追加要望の照会が来ま

した。26年度取り組んでいくという選択肢もあったか

もしれませんけれども、今そういったこの事業実施す

るには、補助事業がないとなかなか難しいというふう

に考えておりますので、幾らかでも可能性があるその

追加要望に手を上げさせていただきました。 

 そこで予定地、候補地を示す必要があったわけでご

ざいまして、民間の候補地もあったわけでございます

が、それだとかなりの時間を要すだろうということで

いろいろ検討した結果、市有林、侍浜小学校の市有林

がちょうど伐期、９齢級、45年ほど経過している市有

林がございましたので、ぜひともこの木質バイオマス

実施に向けて取り組んでいきたいということから、こ

こを候補地として選定したものでございます。 

○委員長（泉川博明君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  木炭製造にかかっては確かに旧山

形村が合併して今は山形町なわけですが、確かに日本

一の生産地であったと私もそのように自負しておりま

したが、ただ後継者とか技術関係の継承、そういった

点ではその辺はどのように捉えているのかお尋ねしま

すが。 

 それと、私は場所の選定は例えばですよ、この場所

でなくてもっと、例えば同じ市有林にしてもあそこは

北野にはならないかな。今の岡野さんの隣といいます

か、あそこに保土沢のというか北野町内会の、あそこ

のほうがもっと場所が平坦地ではなかったかなと思う

んですが、面積等の関係があるのか、その辺の関係も

あると思うんですが、そこだって結構そういうので面

積あったと思うんですよね。かなり傾斜が強くて造成

費がかなり今の場所はかかると思ってるんです、私は。

なぜもう少し平坦な地を選ばなかったのかなという点

が私は疑問に思ってんですが。ただ、あそこには今の

場所に越戸きのこ園さんがすっかり隣接して隣にある

もんですから、どうしてもその辺が絡んでくるのかな

と私は捉えているんですが。 

 以前の一般質問では何か越戸きのこ園さんじゃなく、

これは恐らく森さんだと思うんですが、その辺の話が

ちらっと出たようには思うんですが。その辺がどうし

ても私は疑念が晴れないもんですから、あえてこれを

取り上げるわけですが。その辺は場所の選定について、

場所を簡単に言えば比べっこしたのかどうか。その辺

はどうなんでしょうか。 

○委員長（泉川博明君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、木炭の後継者

問題、これは木炭に限らず第１次産業が抱えている本

当に取り組んでいかなければならない課題と思ってお

ります。いずれ木炭だけではなかなか食べていくのが

難しい、そういったのが一番大きな要因となっている

んだろうと思ってます。 

 ただし、それでじゃ何もしなくてもいいかというこ

とになるとそうではないだろうと思っております。い

ずれこういったハード、ソフト、組み合わせながら、

久慈市として取り組んでいかなければならないという

ふうに思っての計上でございます。 

 次に、用地の問題でございます。これはいろいろ市

有林等 終的に、 初は民間の土地を候補地として上

げておりましたけれども、 終的には市有林でどこか

ということになった場合、現在の土地ということにな

ったものでございまして、今木ノ下委員さん、北野の

部分でございます。それが面積的にちょっと少なすぎ

るということで除外をさせていただいたところでござ

いますので、よろしくご理解をお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（泉川博明君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  その辺のところは私もバイオマス

には反対ではありませんので、この辺にしときますが。 

 あと勘違いされては困るわけですので、つけ加えて

おきますが、木炭の生産、ここもう３年ぐらいになり

ますかね、かなりの今の例えば６キロが千四、五百円

もしてるのかな。正直今木炭製造やるならば、恐らく

出稼ぎ等するよりもずっといいはずですよ。これは間

違いなくそうなはずです。いわゆる木炭製造して例え

ば持ち家を夢を見れるような、そういう単価なはずで
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す。ですから、当局も自信を持って、こういう産業の

振興をぜひ進めてもらいたい。 

 恐らくもう、これを例えば一生懸命携わっている

方々は、もしかしたらこの木炭製造にかかわって、見

積もりもすればもしかしたらちょっと持ち家を建てて

るかなと、そういう夢を描いてる方があると思います

よ。これはぜひそういう木炭が単価ですので、かなり

今の山の立木の購入から売買単価からもってすれば、

相当１ヘクタール当たりの収益があるはずです。私は

声を大にして議場でそれを皆さんに伝えておきたい。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ありがとうございま

した。おっしゃるとおり木炭の単価は東日本大震災以

降いろいろ風評被害等があって、軒並み下がっている

中にあって、むしろ上がってきております。これの要

因といたしましては中国の木炭が、そっちのほうの需

要が自国に出るんですね。それがあって、入ってこな

くなった分もあるんだろうと思います。いずれこれを

チャンスを捉えて取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

○委員長（泉川博明君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  木質バイオマス活用推進事

業費補助金にかかわってのご質問、造成経費とのお話

いただきましたが、この造成経費については市が負担

するということではございません。この久慈バイオマ

スエネルギー株式会社が負担して造成してやってくと

いうことでございますので、市は市有林をお貸しする

ということでございますので、その点についてはご理

解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  委員各位の皆様にお伝えし

ます。ここで昼食のため暫時休憩といたします。再開

は午後１時10分より再開いたします。 

    午後０時01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10分   再開   

○委員長（泉川博明君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 審査を継続いたします。 

 ６款農林水産業費、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点、単純な質問で恐縮ですがね、

交流促進センターにかわって、１点お聞かせください。

山根温泉のあれですが、男の湯、女の湯、ありますね。

それであれは週ごとですか、日にちごとですか、入れ

かえをしてますね。それの目的、狙いは何かって、あ

る人から聞かれたんですよ。景観見てもそんなに変わ

ってるわけでもない、構造も違うわけでもないので、

私お答えしかねた経緯があります。そこで、その日ご

とだか週ごととか入れかえをする理由は何か教えてく

ださい。 

○委員長（泉川博明君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  浴場の男女の入れかえと

いうことでしょうか。 

 下の浴場は入れかえはしてないと思うんですが、上

の浴場でしょうか。ちょっと私もそこ、入れかえの理

由ちょっと把握しておりませんけども、特段入れかえ

るようなあれもないかとは思うんですが。ちょっと確

認してお答えしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  ３件ほどありますが単純な質問です

ので、三つお伺いしたいと思いますが、一つは23ペー

ジの林業振興費、まきストーブの利用拡大ということ

で、まき割り機、機械を購入するのにも補助をすると

いうことですが、これの基準について。 

 それから、水産業振興費でさけ・ます資源確保補助

金、これの内容。 

 それから、漁港建設費の漁業集落防災機能強化事業、

この場所と内容についてお伺いします。 

○委員長（泉川博明君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、まきストーブ

の関係でございます。24年度からまきストーブの補助

事業を設けました。ことしで３年目となります。新た

にまき割り機を補助対象として加えたところでござい

まして、まき割り機の標準的な価格を９万円と設定を

いたしました。その３分の１、つまり３万円を補助上

限額といたしまして、その30基分を補正計上させてい

ただいたところでございます。 

 次に、サケ・マス資源確保の対策補助金の関係でご

ざいます。これは３月補正で久慈川漁業協同組合が実

施するサケ・マスふ化場に対しての義務負担をいただ

いたところでございます。これはそれにかかわる別途

任意補助金でございまして、と言いますのは、サケの
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回帰率、年々どんどん低下してきております。それに

伴って水揚げも低下してきております。このことは地

元の漁家にとって一番の収入源であるサケにかかわる

所得が減るということになります。これは地域振興に

もかかわってくるというふうに思っております。 

 そんなことで、これまで東日本大震災以降国、県等

に働きかけを行ってきまして紆余曲折ありましたけど

も、昨年度末に採択になりまして３月で補助について

お認めをいただいたところでございます。 

 ただし、久慈川漁業協同組合３カ所目のふ化場の整

備となります。ふ化場の経営というのは、なかなかう

まく黒字化できないのが実態でもございます。したが

いまして、この３カ所整備したことによって川組合の

経営が変なことにならないように、久慈市といたしま

してはその初期投資分に係る実質川組合の負担分、国

県補助金、市の補助金、そして増殖協会からも補助が

ございますが、それを差し引いて、なおかつ消費税を

差し引いた、その実質負担分の２分の１を補助したい

と考えての計上でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  櫛桁復興推進課長。 

○復興推進課長（櫛桁善一君）  私のほうから漁業集

落防災機能強化事業経緯でございます。5,473万9,000

円でございますが、これについては歳入のほうで小野

寺委員さんのほうからご質問あった部分でございまし

て、被災地の集団移転、自力再建ですね、持ち家再建

するということでございまして、４地区に15区画を計

画してるということで、その分譲価格が5,473万8,264

円となってございます。これについては25年度内に３

地区、５区画が終了しておりまして、その金額が

1,351万2,574円と。今回歳入のほうで計上させていた

だきましたのが２地区の10区画ということで4,222万

5,690円となってございます。 

 この合わせた、合算した5,473万9,000円予算計上し

ておりますが国庫のほうへ返還すると、交付金事業で

造成した土地でございますので、国庫のほうへ返還す

るということで、23節のほうに数値が計上されている

ものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点は堆肥センターの改修事業に

かかわりますが、屋根の修理というふうに伺ってます

けども、確かここで「ほくほく」というような堆肥を

生産発売すると思ったんですが、いわゆる発酵不足と

いう評判があって、なかなかってあったんですが、こ

の屋根の修繕を図ることによって、含めて完熟堆肥と

しての販売まで到達できるのかどうか、以前と変わら

ないのかどうか、その点をお聞かせください。 

 それから、まきストーブの関連で今答弁あったとお

り、まき割り機もということで去年からずっと要求を

した中で、今回実現したということ非常にありがたい

ことです、感謝申し上げたいと思いますが。 

 そこで、今議会、里山資本主義という言葉を使って

木の活用ということで申し上げてきたと思いますけど、

庄原市という市ではエコストーブというのをつくって

いるんだそうです。これは個人がつくってるんですが、

木の枝４本で夫婦２人の１日分のご飯が20分で炊ける

というストーブで、ごく簡単な石油缶の上に煙突をつ

けて、そこからいろいろって。それで災害の時もガス

も要らない、電気も要らない、木だけあればご飯炊け

るというすばらしいエコストーブ。これはアメリカで

当時ロケットストーブとして言われたそうですけど、

今そういった形で具体化されているということですの

で。 

 これは参考になるかと思いますが、災害時にも使え

るし、普段使っているとやっぱり木々の活用になりま

すし、そうした点での活用方についても研究をして、

ぜひお進めをしていただきたいんですが、お聞かせく

ださい。 

○委員長（泉川博明君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  堆肥センターにおきまし

て発酵処理される堆肥についてのご質問でございます

が、完熟されてないとのお話もあるというふうなこと

でございますが、今回老朽化した屋根上部部分を改修

することによりまして、この関連性はちょっとよくわ

からない部分もあるのでございますが、良質な堆肥を

生産できるように努力しているところであるというこ

とで話を伺ってございますので、ご了承願いたいと思

います。 

○委員長（泉川博明君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ただいま城内委員さ

んからありました庄原市の事例、これは研究してみた

いと思っております。 

 なお、里山資本主義、藻谷浩介さんの里山資本主義
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でございますが、そこまではうちはいきませんけれど

も、考えは一緒でございますので、木質バイオも随分

規模としては小さいかもしれませんが、まさに里山資

本主義に合致するものだと思ってますので、そういっ

たことを踏まえながら取り組んでまいりたいと思って

ます。 

○委員長（泉川博明君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  先ほど保留してございま

したべっぴんの湯の男女の入れかえの件でございます

が、これは２点ほど考えているということでございま

して、設備を長持ちさせるため、これは女性客のほう

が入浴が多いというふうな傾向がございまして、その

ためシャワーの頻度が多く壊れやすくなるという事情

があるようです。それから大浴場の景色も違うと、飽

きさせないということの配慮もあって、この２点のた

めに週１回入れかえしているということでございます。 

○委員長（泉川博明君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  23ページ、サケ資源確保補助金の関

係ですが、川組合にも頑張ってもらってサケの資源確

保やってもらいたいわけですが、よく放流した後サケ

を確保するために河口に網を張って、そこで採捕して

資源拡大図ってるということなわけですが、一つこの

補助金を出すに当たっては結構な額ですから、私はこ

の上流にまで全てとは言わないわけですが、何匹が放

流させるようなことで情操教育あるいは情緒のある町

なり、前にはサケを密漁する人もいるからというよう

な話もありましたが、それを継続することによって心

豊かな人が多くなっていくかなという、継続していれ

ば住む人もいなくなるかなという考えから、そういう

交付決定に当たってはそういう条件もつけてはどうか

なと思いますが、検討したことがあるか、あるいは今

後検討していくかどうかお伺いしたい。 

○委員長（泉川博明君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ただいまのご指摘で

ございますが、それは将来的な課題として常に川組合

長さんとは話をしております。ただ、今現在でござい

ますが、それこそ種卵の確保、これが大変な課題とな

っておりまして、これは久慈市だけが確保できればい

いというもんじゃなくて、全県的に計画数をクリアす

る必要がございます。おととしでしたか、足りなくて

それこそ海のサケから卵を確保したこともございます

ので。ただ、今のご指摘は十分頭に入れて取り組んで

まいりたいと思ってます。 

○委員長（泉川博明君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  21ページの被災農業者の経営体育成

支援事業というのが、補助金というのが２カ所にある

んですが、この全体の中身をお願いしたいのと。 

 それから、こん中に３月16日などの大雪被害、この

際のビニールハウスの被災についての支援が含まれて

いると思うんですが、その支援の内容と、それから全

体の被災棟数に対する支援棟数がどのぐらいなのか。 

 それから、地区別の支援状況。その辺ちょっとお尋

ねしたいんですが。 

○委員長（泉川博明君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  今冬の大雪被害に対する

被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金というこ

とで計上してございます。これは畜産と農業ばかりで

ございますけど、まずは農業ハウス等の関係のほうか

らご説明申し上げます。被災者数は64名でございます。

その内訳は農業用ハウスの93棟、屋根、ビニール破損

が10棟、附帯設備、これ塩ビ管等でございますが、こ

れが２棟、農機具格納庫が１棟、計106棟でございま

す。被災者64名に対しまして106棟の被害が生じてご

ざいます。 

 それから地区別でございますが、久慈地区が41戸、

73棟となってございます。内訳でございますが、宇部

町８戸、15棟。侍浜町が17戸の36棟。それから夏井町

が10戸の14棟。大川目町が３戸の３棟。長内町が１戸

の２棟。小久慈町が１戸、１棟。久慈が１戸の２棟と

なってございます。 

 それから、山形地区が23戸の33棟被災してございま

す。内訳でございますが、小国が２戸、２棟。川井が

４戸、10棟。霜畑７戸の８棟。荷軽部が５戸、６棟。

日野沢が２戸、２棟。戸呂町が２戸、４棟。繋が１戸、

１棟となってございます。 

 それから、畜産関係ですが、これは被災者数が10名、

久慈が６名、山形地区が６名。久慈の内訳でございま

すが、長内町が１名、侍浜町が２名、夏井町が１名、

山根町が２名。それから山形地区は、川井が１名、荷

軽部が２名、繋が１名ということで、被災施設の内容

でございますが、牛舎４棟、鶏舎３棟、それから豚舎

が１棟、堆肥舎２棟、倉庫保管庫が３棟、計13棟とな

ってございます。 

 この支援内容でございますが、この被災復旧事業費
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に対しまして国費が２分の１、それから残りの２分の

１に対しましては県費が６分の１、市費が６分の１、

それから被災農家の負担額が６分の１ということにな

ってございます。 

 総事業費が１億959万8,440円、これは農業関係のほ

うで、また畜産関係は１億3,271万7,118円ということ

になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  ハウスのほうで補助事業を導入して

償還中のハウス等もあったかと思うんですが、それら

に対する支援なんかはどういう状況だったのかお尋ね

したいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  償還中のビニールハウス

でございますが、うちで調べた調査した結果、２名ご

ざいます。２名で７棟、これが現在償還中の事例でご

ざいまして、これ共済に入ってる方は共済のほうから

保険が出るんでございますが、それ以外については特

別な助成はないということでございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ７款１項商工費でありま

すが、２目商工業振興費は中心市街地活性化推進事業

費233万3,000円の増ほか１件の組み替え。３目観光費

は紹介宣伝事業費53万円の増ほか５件の増、合わせて

3,276万9,000円の増額。 

 24ページをお開き願います。４目地下水族科学館費

は地下水族科学館管理棟整備事業費１億1,489万8,000

円を計上。この項は合わせて１億5,000万円の増額を

計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。上山委員。 

○上山昭彦委員  商工費の初めのほう、中心市街地活

性化事業のとこでございますが、説明書のほうはワー

クショップの開催となっておりますが、これは単に

ワークショップだけの予算となりますでしょうか。 

○委員長（泉川博明君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  中心市街

地活性化推進事業費233万3,000円の点についてご説明

をいたします。今後中心市街地活性化基本計画につき

ましては、駅前周辺の整備について見直しをするとい

うことで、これまでご説明をいたしております。この

見直しに伴う業務委託といたしまして、例えば今後行

われる説明会用の資料作成、特に皆様からご理解いた

だけるような図面の作成、またはアンケート等を実施

した際の集計等を委託したいというふうに考えている

ものであります。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  そうしますと、アンケートを実施す

るということになっております。アンケートの実施す

る費用等はまた別ということになりますでしょうか。 

○委員長（泉川博明君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  アンケー

トの実施にいたしましては、直営といいますか中心市

街地活性化推進室で作成し、皆様に送付し集計をした

いと思っています。その部分で分析等にかかわる分で、

専門的なご意見等をいただくための外注といいますか

委託になる部分が出てくるものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  そうしますと、アンケートはこれか

らということになるようですけれども、全市民のアン

ケートとなるようですので、アンケートが答えやすい

ように余り複雑な内容にならないような皆さんが答え

やすいようなアンケートにしていただきたいと思いま

す。その辺をよろしくお願いいたします。 

○委員長（泉川博明君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  ただいま

ご意見をいただいたような内容で現在アンケート調査

表の内容等作成しておりますので、詰めてまいりたい

と思います。ご意見ありがとうございます。 

○委員長（泉川博明君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  23ページの下から３行目です。観光

地交通対策事業費、これが３月の予算で998万ほどで

すが計上されて、今回補正で562万1,000円ということ

のようですが、この具体的な内容についてお尋ねをし

ます。 

○委員長（泉川博明君）  久保商工観光課長。 
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○商工観光課長（久保司君）  ただいまは観光地交通

対策事業費についてご質問いただきました。ご説明を

させていただきます。 

 こちらの部分に関しましては、交通誘導員の配置の

費用として約552万円をお願いしているものでありま

す。こちらは今年度既に発注しておりますが、海女セ

ンターの工事が行われております。海女センターの工

事用の車両とたくさんのお客様がいらっしゃると見込

んでおりますので、お客様との安全対策の一つといた

しまして、車両が通る部分と観光客の方が通る部分を

できるだけ区別してというか、離して皆様に告知し、

使っていただきたいと思っていることから、それらの

誘導部分に関しまして交通誘導員を配置するための費

用をお願いしております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  桑田委員。 

○桑田鉄男委員  そうすれば、当初計画をした998万

ほど、これに不足が生じたことで562万1,000円を計上

したということでよろしいですか。 

○委員長（泉川博明君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  当初の部分に関しまし

ては、こちらも小袖周辺への観光客対策対応といたし

まして市内に駐車場等を設けさせていただいた部分が

あり、各地からおいでくださる方々への告知看板を市

内各地に設置させていただきました。当初の予算に関

してはそちらがほとんどとなります。今回お願いした

部分はそれらが足りなくなったというのではなくて、

交通安全小袖周辺での対応をしっかりしようというこ

とでお願いしてるものであります。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  先ほど出ました中心市街地活性化推

進事業の関係ですけど、説明会への資料云々とありま

すが、ワークショップ自体は９月前にやる計画はない

のでありますか。 

○委員長（泉川博明君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  中心市街

地活性化推進につきまして、ワークショップのご質問

いただきました。見直しに伴い多くの市民の方々のご

意見をいろいろな形でお伺いしたいと考えております。

それにつきましては先ほどお話をさせていただきまし

たように、例えば市民の方々への説明会や、また中心

市街地活性化協議会との協議、そして市民アンケート

などがあると認識しております。 

 現時点では、これら全てを８月中に実施し、素案を

作成してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ということは、ワークショップとは

イメージがちょっと違うんですかね。昨年もやられた

ようなワークショップ形式は考えておられないという

ことでしょうか。 

○委員長（泉川博明君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  先ほども

お話をさせていただきましたように、市民の多くの声

を聞くという方法の中には、昨年のようなワークショ

ップも検討したいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  実は日曜日に岩手日報のほうで第２

期中心市街地計画の見直し云々という記事が出まして、

課長さん見られたでしょうか。この中に地図があるん

ですけども、複合施設整備事業丸書いてありまして、

それから駅前広場事業で丸が書いてある。実は私以前、

３月に国のほうから認定された計画の中には、この久

慈駅の南側にイベント広場及び駐車場を確保するとい

うような計画があったと思うんですけどね、久慈駅向

かって見回して右側のほうですね。それはこれに載っ

てないんですけども、それは一応計画の中に入ってい

るんでしょうか。というのは、そのときに確か立ち退

きの範囲をもっと広げたらいいんじゃないかとか何と

か、そういう意見もこの議場で出たと思うんですけど、

ご記憶あると思うんですけども、いかがでしょうか。 

○委員長（泉川博明君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  ただいま

委員からご指摘のありました岩手日報の日曜日の記事

につきましては拝見しているところであります。 

 また、こちらに掲載されております地図といいます

か、図面といいますか、こちらに関しましては詳細に

ついては私どものほうで提供したものではないので、

具体的な内容については、この新聞に出ている部分に
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関してはちょっとコメントはできないんですけれども、

ご指摘がありましたように３月に認定をいただきまし

た中心市街地活性化基本計画に伴う当初の構想につき

ましては、駅前周辺北側の駐車場や駅前向かって右の

ほうの用地等を活用できればということで計画をして

おりました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ということは、その計画はまだ生き

てると、今の段階では生きてるということに理解して

よろしいですね。いや、それ結構です。 

 それから、看板の関係なんですけど、市街地盛岡の

ほうから来ますと、八日町はすっきり見えるんです。

十八日町、二十八日町に入りますと、ハンギングバス

ケットぶら下げているのはいいんですけど、どうして

も何でこんなごちゃごちゃ見えるのかな、すっきりし

ないなと思ったら、先ほど言われました看板、土日は

通行どめですよとか、いろいろ案内の看板がかなりの

数立ってるんですけど、あれ何とかならないものです

か。単刀直入にお伺いしますけど。 

○委員長（泉川博明君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  小袖海岸への交通規制

等の看板についてご説明いたします。こちらにつきま

しては、委員のご指摘のとおり、実はことしの春設置

してから何件かのご意見といいますかご要望等はいた

だいております。例えば、何かが邪魔になって見えな

いとか、もう少し高くしてほしいというお話はいただ

いておりまして、その都度現地のほうを拝見させてい

ただき、私どものほうで改善をさせていただいており

ます。 

 また、たくさんあるものをどうにかならないかとい

うことなんですけれども、やはり市外から来るお客様

にとってみますと、例えば合庁はどこだろうとか県立

病院がどこだろうというような場合に少し詳しくとい

いますか、しつこいぐらいに看板等を設置してご案内

をさせていただいたほうがいいだろうということで、

あのような形になっておりますので、どうぞご理解い

ただきますようお願い申し上げます。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  一つは中心市街地活性化の関係にか

かわりますが、今見直しに入るというような話ですけ

ども、大抵はこの中心市街地活性化法という法律の中

身見ると、何か箱物建てなければならなくなっている

んですよね、あの法律自体が。私は国が法律つくった

んだから、それつくったかもしれませんが、いわゆる

大店法を解約して大型店の自由化をさせて町なかを壊

したのは国なんですよね。その辺は確認できますよね。

郊外にどんどんつくって、町からお客さんが逃げてい

くような状況をつくりました、全国的に。今度はまた

中心市街地活性化ってさ、よく言うよって私言いたい

んですよ。自分たちが壊しててね、また新しい法律つ

くって、また何か新しいものができるような状況つく

ってますが、これね、市はだまされちゃいかんと思い

ますよ。本当に建物をこさえればさ、人が集まる、そ

んなことはありえないじゃないですか。そこは私はき

ちんと見直しの根本に据えてほしいです。 

 そこでね、今、土風館をつくりました。あれは街な

か活性化の一環ですよね。あの土風館が今、何でお客

さんが切れずにあそこに集まってるか、どういう教訓

をあそこから担当課は久慈市としては得てますか。ま

ず、そこをお聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  やませ土風館の状況に

ついてご質問いただきました。説明をさせていただき

ます。 

 やませ土風館の入り込み数等につきましても、震災

後一たんは非常に落ち込んだものでありますが、土風

館の入っているテナント、皆さんの努力によりまして

復活してまいりましたし、また皆様ご存知のとおり昨

年度はＮＨＫの「あまちゃん」のドラマの関係で、久

慈市そのものにたくさんのお客様がおいでいただいて

いる状況であります。 

 私たちも中心市街地における活性化の一つとして土

風館を整備させていただきました。この整備した土風

館を全国の皆様にＰＲをさせていただき、有効活用を

していただいてるものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  私の聞き方が悪かったのか、そうい

う意味では確かに入り込みが入ってますが、なぜ入っ

ているかと言うと、あそこには鮮魚扱う店が入ってる

でしょう、日常的に。それから産直があるし、結局観

光客も内陸の人も多いわけです。そうしますと、あそ

こで新鮮なのを買っていくということではね、ああい
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う店が配置されることによって日常的に観光客も地元

の人も言ってるわけですよ。そういうのが配置されな

いと、ただ駅前に箱物建てたって人が集まらないんで

す。そこをやっぱりきちっと、本当の意味で人が集ま

ってる教訓引き出して、それ具体的にやってらっしゃ

らないと私は方向間違いますので。 

 ひとつぜひ法律はまさに現場を知らないといいます

か中身になってますので、これの見直しの際には、そ

こんとこきちんと位置づけてほしいなというふうにこ

れは要求しておきます。 

 それから、地下水族科学館に関連しますが、５階建

てだというふうに今設計図に出てますが、５階には機

械室だったですが４階までは使うわけですよね。私は

平屋だったからこそこの間は逃げれたというふうに思

うんですが、この間はたまたま被災のときは休みとか、

あんまり人がいなかったんですけどね。この４階、５

階、よく４階まで人が入ってて、いざ津波が来たとき

の避難についてね、非常に私は危険だなというふうに

思うわけですが。その辺の安全対策について大丈夫な

のかというふうに、私は危惧を感じるような一つです

が、その点をお聞かせください。 

 もう一つは、これに関連して、まちなか創出のかか

わりで駅前の水族館を残すんだという議論になってお

りますが、私はこの小さい町に二つも水族館本当に要

るのかと。今は緊急雇用でやってますがね、全部一般

財源になるんですよ、ほとんど。そんな私はやる必要

はないし、もしやるんだったらシャトルバスを出して

ちゃんと地下水族館にお客さんを誘導するとかしない

と、まちなかの水族館については、緊急雇用が終わり

次第閉じるべきだというふうに私は思いますよ。そう

でないと二つも要らない。 

 これ前に言ったこともあるんですが、確かあれは田

辺市、和歌山県に行ったときですけど、大学の先生が

駅の構内で地元の魚を紹介していた小さな水族館があ

りました。あの程度だったらわかりますけどね、あの

大きな建物にああいう設備をして未来永劫やるなんて、

久慈市にとって私はあかんと思いますし、少なくとも

今回の予算で地下水族館をつくるということなわけで

すが、そういった意味では私は二つの水族館は要らな

いというふうに思いますので、ぜひこれは一つに絞っ

た方向で方針を進めていただきたいと思うんですが、

お聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  私からは、まちなか水族館

にかかわってご答弁申し上げます。 

 このまちなか水族館を残すのか、残さないのかとい

うことでございますが、これについては今後検討し、

決定したいというふうに今現在は考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  地下水族科学館管理棟

における震災等災害時等の避難についてご質問いただ

きました。 

 まず、第一次的には、やはり皆様から例えば津波等

が来る場合に時間等があれば、皆様から通常の道路を

渡っていただいて高台に逃げていただくというところ

が第１番だと思っています。 

 また、時間がないときなど中に残された方々につき

ましては、先日ＪＯＧＭＥＣといいますか、独立行政

法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構のほうで避難用

といいますかトンネルを構内につけていただきました。

有事の際にはそちらを使わせていただき、観光客の方

から避難をしていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  その４階建てでね、トンネルは１階

じゃなかったですか、確か。４階の人が１階に下がっ

てないといけないでしょう。４階の人が４階から逃げ

る方向はないんですか。間に合わなかったら結局建物

に残されるか、１階までおりてから逃げるということ

なんでしょ。そういった点では非常に安全性、安全的

には非常に問題があるんじゃないですかね。それでな

くとも４階にいる人が、時間がなくて行けなかったら

逃げ場がないですよ。そういうのを想定してないんで

すか。高い建物建てて、１階しか逃げ場がないという

設計は、私はこれは極めて問題だなというふうに思う

んですが。その点の見直しも含めてこれは、安全対策

についてもうちょっと真剣に考えていきたいと思うん

ですが、お聞かせください。 

 それから、まちなか水族館については今後検討とい

うことで副市長から答弁いただいた。これは本当にお

金のかからなければいいけどかかるわけです、一般財

源全部ね。そういった点で私は久慈市の財政から見て
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も、そんな重荷をずっと私は持てないと、荷物が重く

なるというふうに私は思いますので、本当に今からつ

くる水族館についてきちんと観光客が行けるような、

さっき言ったシャトルバスをつけるとかそういったの

を含めて検討しながらやるべきだと思うんで、再度、

その点は要望しておきますが。今の安全対策について、

ちょっと私は心配だというふうに思うんですよ、お聞

かせください。 

○委員長（泉川博明君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  もぐらんぴあの今度

新築する建物、確かに５階建てになってございます。

そして実際使う部分というのは４階までのフロアーを

使うということでございます。ご心配いただいており

ますけれども、やはりそういった避難対策というのは

非常に大事な部分だというふうに私たちも思っており

ます。そういったことで避難誘導に対する対策、そう

いったものを十分に検討して安全対策をつくっていき

たいというふうに思っています。 

 確かに１階部分に、建物皆そうなわけですけれども、

そこから上のほうへ、いわゆる高台のほうへ建物から

直接というのはなかなか高低差とかそういったものは

かなりありますので難しいものだというふうに思って

おります。ですので、やはり１階のほうに置いていた

だいて、そこからどのような形で避難をしていただく

かというのが、十分そういった対策が必要だというふ

うに考えておりますし、 重要なことだと思っており

ますので、十分に対策を講じてまいりたいと、そのよ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  23ページ、下から２行目ですが、全

国ほんもの体験フォーラム、この実行委員会の支出が

あるわけですが、この体験フォーラムの概要について

の説明をまずお願いをします。 

○委員長（泉川博明君）  向川交流促進課長。 

○交流促進課長（向川智之君）  全国ほんもの体験フ

ォーラムの内容についてということでございますので

ご説明いたします。 

 このフォーラムは、全国各地から体験型観光の担い

手が一堂に集まり情報交換等を行うことでインストラ

クターのレベルアップや受け入れ推進組織の強化につ

ながるものであり、当地域の体験型観光ブランドを全

国に向けて発信し、観光客や教育旅行の受け入れ拡大

につなげる場とするため、10月の24日から26日の３日

間で開催するものであります。久慈広域４市町村と葛

巻町、田野畑村の６市町村を会場として実施するもの

であり、昨年10月25日に実行委員会設立総会が開催さ

れ、市長が実行委員長となり久慈市が事務局を担当す

ることとなっております。 

 内容でございますが、先ほど申し上げましたとおり

３日間の日程で久慈市の全体フォーラムをアンバー

ホールで行うこととなっております。あと６市町村で、

それぞれの市町村で分科会、それから体験プログラム

等の実施が予定されております。参加人数は1,000人

を見込んでおります。現在運営委員会を毎月１回行っ

ておりまして準備に当たっております。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  久慈市では全国から集まった人たち

を対象にということなわけですが、そのほんもの体験

ということで、久慈の農産物あるいは畜産、水産物、

こういうものを全国にアピールする絶好の機会でもあ

ろうと思うんです。 

 それで交流促進課のみならず全市といいますか、農

政課、林業水産課等含めながら取り組みが必要かと思

うんですが、そういう農政課、林業水産課等の取り組

みというのはどのようなものが考えられているか、把

握していればお願いをしたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  向川交流促進課長。 

○交流促進課長（向川智之君）  全庁上げての取り組

みでやるべきでないかというお話でございます。まさ

にそのとおりだと思ってございます。まだ具体的に連

携というか庁内での会議等は持っておりませんが、今

後本番に向けまして、庁内で関係課等と協議をいたし

まして、当然人的協力等もしていただくことになりま

すし、あとそれぞれの今おっしゃったとおり特産品等

につきまして意見等伺いながら、全国に向けて久慈市

の良さをＰＲしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点、お聞かせください。中心市

街地活性化問題で、先ほども出てましたけどもいわゆ

る箱物ありきではなくて、どうしても必要だというこ
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とであれば、駅前再開発で現在川崎町にある市民市場、

これを駅に向かって右側に配置をして、駅前広場と連

結をさせて、そしてその間に大型バス二、三台の駐車

場も確保できてということになりますと、路線バスと

観光バス、路線バスで言うと市内のお年寄りの方々も

買い物をして帰ることができる、観光客もそれで買い

物ができるということで一考に値するのではないかと

いうふうに思います。いずれアンケート調査もして、

これから検討するということですので、今紹介したよ

うなことも一つの案として検討していただければ幸い

だというふうに思いますが、いかがでしょう。 

○委員長（泉川博明君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまご提言ございまし

た内容等についても今回の見直しの中で十二分に検討

させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  25ページの地下水族科学館の補正に

かかわってなんですが、１億プラス別館で２億という

ふうな補正だというふうなことなんですが、この水族

館大変維持経費がかかるというふうなことを聞いてお

るんですが、基本的には復旧、ですから前水族館とそ

の維持経費等も同じなのかなとこういうふうに思うん

ですが、維持経費旧もぐらんぴあでの維持経費等がど

うだったのか、また新しい水族館での維持経費、これ

らがどういうふうになっていくのか。 

 また、新もぐらんぴあでＪＯＧＭＥＣですか、備蓄

との維持経費等の負担割合等の変化がないかどうか、

そこら辺ちょっとお尋ねしたいんですが。 

○委員長（泉川博明君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  地下水族科学館もぐら

んぴあの維持経費についてご説明をいたします。 

 市といたしましては被災前のことなんですけども、

市といたしましては指定管理をさせていただいており

ました。その際の指定管理料をご説明したいと思いま

す。地下水族科学館につきましては指定管理料が約

4,624万5,000円となっております。 

 また備蓄、ＪＯＧＭＥＣ様の石油文化ホールという

部分がございますが、こちらの委託管理を久慈市が受

託をしておりまして、ＪＯＧＭＥＣ様からその管理料

を被災前ですが、1,350万収入としていただいており

ました。指定管理料も含め、このＪＯＧＭＥＣ様の収

入部分に含めてでありますが、これまでの計算方法と

考え方を踏襲しながら、再建後の部分に関してもこれ

から検討調整をさしていただいて決めていきたいとい

うふうに考えているところであります。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  結構な経費がかかるということでは

ありますが、市としては目玉の観光施設なわけであり

ます。しかし、隣接県にも大きな水族館がありますし、

八戸市にも水族館的な類似的なこの施設があるわけで

ありますし、宮城県にも規模の大きな水族館があるわ

けでありまして、久慈市のこのもぐらんぴあにたくさ

んの方々から目を向けてもらうということを考えるな

らば、やっぱりほかの水族館にとってかわって、ほか

の水族館を見ても久慈市のもぐらんぴあに入りたいと

いうふうな特徴づけたもぐらんぴあにすることが肝要

だというふうに思うんですが、その辺についての協議

なり検討等今後の方向づけ等がどう検討されているの

かお尋ねしたいと思います。 

 もう一つは、この水族館水温が18度前後ということ

で、もう年間トンネルの中で一定水温の水が保たれる

と、こういうふうなことなようでありまして、この水

族館だけでなくて例えばウニ、アワビの中間育成なり

あるいは畜養をといいますか、そういう類いのことを

やっても、例えばウニなんかでももう18度の水温での

採捕したウニと、それから10度前後の水温での採捕の

ウニとは全然味が違うわけでありまして、水温によっ

ての魚介類の内容が違うわけでありまして、そういう

方面からも多様に水族館施設の活用策を検討したらい

かがかと、こういうふうに思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○委員長（泉川博明君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  まず 初に地下水族科

学館もぐらんぴあの個性的な部分をＰＲしながらお客

様からたくさん来ていただいてはどうかという部分に

つきましては、まず管理棟の部分についてですが、今

回は例えば防災学習施設やＪＯＧＭＥＣ様の資源とエ

ネルギーに係る展示室などを設置して、お客様から喜

んでいただきたいと考えておりますし、また被災前に

つきましては管理棟と隣に別棟で産直施設がございま

したが、この産直施設の機能につきましても一体とし

て管理棟に設置し、皆様から喜んでいただきたいと思
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っています。 

 また、水族館についてでありますが、水族館につい

ては災害復旧事業ということもあり、基本的には現状

復旧ではありましたが、承諾等を得まして例えば以前

の水族館には特徴的なものとすれば、アクアホールの

円柱水槽やトンネル水槽、サンゴ水槽ほか35基で全部

で38基の水槽がございました。こちらを現在再建する

予定のところにつきましては、アクアホール円柱水槽

同じになり、トンネル水槽も同じになるんですけれど

も、そのほか31基で全部で34基予定しています。若干

数そのものは減っているんですけれども、こちらは災

害査定時に許可をいただきまして、これまでの普通の

水槽に加えて例えばタッチプールというものがござい

まして、観光客の方が魚とかヒトデとか中に入ってる

のを直接触ることができるというようなものに、もと

もとあった部分を統廃合などしまして、お客様に喜ん

でいただけるものに整備したいというふうに考えてお

ります。 

 また、室温が18度からもっとさまざまな対応策がで

きるのではないかという部分につきましては、今後運

用面につきまして指定管理者等と協議していく上で参

考にさせていただきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 ８款土木費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ８款土木費２項道路橋梁

費でありますが、２目道路維持費は道路維持補修経費

870万円の増ほか２件の増、合わせて1,570万円の増額。

３目道路新設改良費は道路新設改良事業費単独２億

6,000万円の増ほか２件の増、合わせて２億7,500万円

の増額。この項は合わせて２億9,070万円の増額を計

上。３項河川費でありますが、１目河川改良費は河川

改良事業費単独1,500万円の増、ほか１件の増、合わ

せて2,950万円の増額を計上。４項港湾費であります

が、１目港湾管理費に港湾事務費97万8,000円の増額

を計上。 

 26ページをお開き願います。５項都市計画費であり

ますが、１目都市計画総務費は都市計画決定事務費

972万円の増ほか１件の増、合わせて2,579万円の増額。

５目公園費は公園維持管理費364万5,000円の増額。こ

の項は合わせて2,943万5,000円の増額を計上。 

 ６項住宅費でありますが、１目住宅管理費は財源構

成のため補正額の増減はありません。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。澤里委員。 

○澤里富雄委員  25ページの中段ごろですけども、道

路新設改良事業費２億6,000万のってますけども、こ

の内容について、まずお伺いします。 

○委員長（泉川博明君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  道路新設改良事業費の内

容でございます。従来から継続している事業でござい

ますけども、辺地対策事業が5,000万、過疎対策事業

が9,000万、地方道路債事業が5,000万、単独事業が

7,000万という内容でございます。 

○委員長（泉川博明君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  ありがとうございます。この予算の

資料の中で、この事業には宇部岩瀬張線、これが入っ

ているというような内容でありますけども、この宇部

岩瀬張線ですけども、前の一般質問でもお伺いした経

緯がございますけども、長坂地区300メートルほど未

整備区間があるわけですけども、この事業の中でこの

工事の整備が入っているのかどうかお伺いします。 

○委員長（泉川博明君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  宇部岩瀬張線につきまし

ては、これまで地方道路債事業のほうで対応してまい

りました。それで宇部側、北の越地区から整備を進め

て、大分時間が経過しましたけども、現在古山地区の

整備をしております。 

 今年度古山地区には完了する予定でございまして、

次は、横合地区のほうから整備をするということで、

この席でも何回かお話してきたわけですが、そういう

ふうな形で基本的には実施していきたいと思っており

ます。 

 今ご質問のありました宇部町の長坂地区ですが、改

良当時に地権者との合意形成ができないままに今に至

っているわけですが、そこにつきましても地権者の

方々とお話合いをしながら、できるだけ早い時期に整

備ができるように努めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  一つは市民協働事業ですね、1,000

万の増額、増額というか補正増ですが、100万だわ、

100万だな。間違えました。ちょっと老眼が進んでま

して、ちょっと。それで非常に50万程度ですけども、
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数年かけて一定の成果品になるというような形になっ

てますが、いわゆる生活道化している林道があるんで

すけども、林道自体もこの市民協働事業の対象なのか

どうか。赤線とかいろんなあったんですが、可能にな

るのか。ただ、今議会の中で農林水産の林道関係の予

算で、林道の舗装の予算が今回ついてるようですけど

も、なかなか林道の舗装というのはめったにないもん

ですから、どうなのかということなんです。 

 実はいわゆる生活道、連坦戸数は15戸ぐらいあるん

ですけど、そこが例えば定期的には砂利を敷いて市の

ほうで対応をしてるようなんですけども、いわゆる舗

装なりしていただければ一番いいんですが、それがで

きないから市民協働事業で可能なのかどうかというあ

たりが一つお伺いしたいというふうに思います。 

 それから、河川改良ですが、田面川が地権者の関係

の中で、なかなか進捗していない状況があるんですが、

その辺の見通しがついたのかどうかお聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  市民協働道路維持補修事

業にかかわりまして、林道が対象事業になるかどうか

というふうなご質問でございます。市民協働道路維持

補修事業の要綱では、基本的には市が管理する道路と

いうふうなことで大前提になっておりますので、現地

の調査も必要になってきますが、基本的には対象にな

るものというふうに考えます。 

 ただ、林道の場合、往々にして底地が民地のままと

いうケースがございます。そのままに市費を投じてコ

ンクリートなりを、あるいは側溝を並べることについ

ての是非もあろうかと思いますので、その辺の検討は

必要になってくるというふうに思っております。 

 あと、河川改修事業にかかわりまして、田面川の地

権者の承諾ということでございますが、これにつきま

しては昨年度も鋭意取り組んできたところでございま

すけども、残念ながら委員さんもご存じのとおり、取

りまとめをしていただいた方がお亡くなりになるとい

うことで、それによってまた別な対応も出てきますが、

できるだけ早い時期に解決できるように努力していき

たいと思っております。 

○委員長（泉川博明君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  27ページの都市計画マスタープラン

緑の基本計画策定事業費にかかわって話をさせていた

だきたいんですが、実はきのう消防の特別点検があり

まして参加させていただきましたが、残念ながらヘリ

コプターによる防災訓練が霧のため中止になったとい

うふうな経過がございました。きょうぐらいだったら

来てもらえるのかなということで期待しておったんで

すが、途中まで来て戻ったというようなことで、周辺

の市内の中学校から見た霧の状況をちょっと見させて

もらいましたが、やっぱり山際といいますか、霧が濃

くて市街地よりも濃かったというふうな状況だったよ

うに私は感じました。 

 市街地の周辺、市役所から３キロ、５キロのこの地

点、このエリアでも、その時期によって霧のかかり方

は多少違うのかなという私は感じをしております。こ

のマスタープラン、緑の基本計画策定するということ

の今段階なわけですが、地すべりとかそういうのは国

土地理院とかいろんなところから資料はもらえると思

うんですが、本当に地元のそういう身近な霧の情報と

かいうのは、なかなか他から情報、資料なりつくれな

いということじゃないかなというふうに思います。 

 これで市内の市の施設、例えば公民館なり市の施設

で一定期間霧の状況調査なんかをおやりになったらど

うかなというふうなことを感じます。それらをもとに

して適地をつくるなり、また、かつて農業ではやませ

を逆利用して雨よけほうれんそうをつくって産業を興

したということもありますんで、それらが土木費関係

だけじゃなくて、あらゆる市役所から５キロ圏内だけ

じゃなくて、侍浜はそのときどうなのか、久喜がどう

なのか、宇部がどうなのか、そういうふうなところ同

じ市、同じ時間帯を区切って、調査して、いろいろな

産業振興なり施設張りつけの資料にしたらいいのでは

と、こういうふうに考えますけれども、考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  ただいまのヤマセの

件ですが、一般質問で議論した経緯がございますが、

ヤマセの部分に関しては、例えば農政関係に資料があ

るのではないかとか、そういうふうないろいろな方面

から情報を仕入れて、今都市計画マスタープラン、そ

して緑の基本計画の中に反映するような形で考えてい

かなければならないと考えております。 

○委員長（泉川博明君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  いろんなところで資料取り寄せると

いうか、あるんでしたらいいんでしょうけども、 近
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の新しい資料、やっぱりみずからつくるぐらいの意気

込みで、そんなに時間かからないと思うんです。12時

の時点で侍浜の支所が霧がかかっているが、小久慈公

民館の付近がどうなのか、あるいは中央公民館の付近

がどうなのか、そういう調査を一定期間おやりになっ

て、資料をみずからまとめるということも一つの方策

ではないかと思うんですけれども、考えをお聞かせい

ただきたい。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  今の再度、具体的に

答えをいただきました。地区の公民館等利用してとい

うことですけども、今のそれらの部分をご提示いただ

いた分を参考に、いずれ短い期間というか長い期間の

ほうが、まだよりよい調査ができると思いますので、

参考にしていろいろ取り組んでまいりたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今出てる都市企業マスタープラン、

緑基本計画にかかわって、防災公園問題について改め

てお知らせいただきたいと思います。 

 先般資料として資料ナンバー４ですか、旭町大崎地

区と南田地区の比較表、概要、概算事業費のことです

ね、比較表いただきましたが、旭町大崎が48億、南田

地区が39億5,800万いう資料いただきましたが、４月

９日にこれは出したということになってますが、これ

の概算事業費の積算に着手したのはいつごろですか。

そして実際に完成したのはいつなんですか。まずお聞

かせください。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  マスタープラン、そ

れから緑の基本計画についてでございますが、今ナン

バー４資料というのは、今回議会のほうに提出した部

分でございます。48億と、それから南田地区が40億と

いう部分ですが、この部分につきましては策定した部

分が、今調べます、すみません、ちょっとお待ちくだ

さい。 

 大変失礼しました。これは２月から４月の上旬にか

けて算定したものであります。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  それでは、別の角度から聞きます。

平成24年の７月24日に、アジア航測に800万程度で調

査依頼をしてますね。これの目的は何ですか、端的に

お答えください。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  ただいまの平成24年

７月４日にアジア航測ということでございますが、こ

れは交付金事業による広域防災拠点基本構想の作成の

業務でございます。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  いわゆる拠点施設整備の端的に言

えば、内容的に言えば、場所を選定、絞り込むと、そ

れが目的ではなかったんですか。確認ですが、いかが

ですか。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  広域防災拠点の基本

構想でございます。基本構想の策定から 終的には議

会のほうにも提出してございます成果の部分を、とい

うことで 終的には場所で絞り込みもやってあります。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  それでは、お尋ねいたします。こ

のアジア航測から成果品が来たのは昨年の３月25日で

すね。ところが、この平成24年の11月上旬には、全協

で示されたあなた方の資料によると、11月の上旬に旭

町大崎地区と南田地区の２カ所に絞り込んで、さらに

３月の上旬には、昨年の３月上旬には旭町に選定を置

いてるんですね。完成品が来たのは、成果品が来たの

は、成果品が来たのは３月25日ですよ。そうすると、

コンサルに調査依頼をしたと、成果品が来たのは３月

25日だ。それよりか４カ月も前に既に２カ所に絞り込

んでおった。さらに１カ月も前に旭町大崎地区に絞り

込んでおった。これはどういうことですか。ちょっと

私わかんないんですよ、教えてください。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  平成24年７月４日に

発注した委託の業務期間は３月25ということで、その

部分の業務委託完了期間ということで３月25日に成果

品を私どものほうに納入をしていただいています。こ

の計画を立てる上では私どもと、そしてまたコンサル

のほうといろいろ話し合いをしながら進めてきたとい

うことでございます。その中の経過の一つということ

です。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  結果的にいえば、成果品がまだ来

てないのでいろいろ聞いても、当時はお答えいただけ

なかったんですよ。そこで、じゃ別の角度から聞きま
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しょう。先ほど48億、40億の概算事業費の着手は２月

から４月にかけて、昨年のですね。言われた。お聞き

しますと、概算事業費昨年の、平成25年の２月時点で、

概算事業費が旭町大崎地区が95億円、そして地すべり

対策費が58億円。南田地区で言えば全体事業費が46億

円、地すべり対策が９億円。こういう概算事業費も積

算してるということですが、そうですか。 

○委員長（泉川博明君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  さきの全員協議会で要請あ

りましたこの資料について、私とそれから担当部と協

議して 終的な調整をいたしまして、そして皆様に資

料４としてこの総事業費、48億円と40億円の概算事業

費の比較表を提出させました。それは私の判断で提出

させたところでございます。 

 そして今ご質問ございました95億円という程度の資

料があるかということでございますが、それについて

は私も担当のほうから聞いておりました。そのときに

聞いたのであれば、詳細については担当のほうから申

し述べさせますが、これの資料については、内容的に

精査されたものではなく、当時の担当の手持ち資料だ

ということでの説明を受けましたことから、議会に提

出するのはこれは妥当ではないだろうという私の判断

でもって、資料の提出はしてないということでござい

まして、そこのところはご理解をいただきたいと思い

ます。 

 内容については、担当部のほうからご説明させます。 

○委員長（泉川博明君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  私もその資料、積算のほう

確認いたしております。ただ、その内容が通常の地す

べり対策、こちらの考え方に沿っていない本当の 大

値だけを見たような形の積算になっているので、これ

は出しても説明がつかないということで出してないと

いうことです。 

 内容といたしましては、通常地すべり地帯、こちら

のほうの対策といたしまして考えるのは、まず守るべ

き施設等の重要度によって計画安全率を策定すると。

その計画安全率に沿って地すべり対策のフローチャー

トがありますので、それに沿って順次お金の安いほう

から対策をとっていくというようなことです。 

 まず、これは本来的には地すべりが起きてからのも

のが多いんですけれども、その可能性が強い場合にも

適用されます。そのときに一番 初にやるのが水抜き、

普通に言う地表の水、それから地下の水、井戸等を掘

って水をはく。これが一番安い 初の対策工法です。

これは以前、20年ほど余り前ありましたけども市道広

野山線の道路の災害復旧でもやっております。 

 それから、次には、土を盛っていって、土を盛り土

して、土砂が滑るところに対して抵抗として土を盛っ

ていくと。押さえ盛り土という工法があります。 

 そして 後に、抑止工、今までのが抑制工ですけど

も、それから抑止工、こういったものを 終的にはや

ります。これはくい、そういった鋼管杭やシャフト、

深基礎、それからアンカー工、こういったちょっとお

金のかかるものです。当初見たのが、40数億かかって

るのが、いきなりくいのほうを見ていたということで、

これはちょっと現地に合っていないということで、こ

のような数字になっているものと思って発表のほうは

控えさせたものでございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今、安全率という専門用語だと思

うんですが出ましたけれども、素人にわかるように教

えてほしいんですが、例えば安全率の問題、一般的に

言えば道路とか広場をつくる場合の安全率はどの程度。

さらには例えば屋上に建物を建てる、野球場でいえば

スタンドというんですか、の場合には安全率はどの程

度。それぞれ用途目的によって、安全率の基準ていう

のはあるわけでしょ。それいかがですか、教えてくだ

さい。 

○委員長（泉川博明君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今現在細かい野球場とか、

そういった部分でどういった数字を使うとかいうふう

な資料は持ち合わせておりませんが、標準的に道路な

ど規模等が広大で、人家、公共施設に影響が少ないも

のは安全率の1.1ぐらいを使うと。道路等の場合です

けれども、大体1.1から1.2までの範囲内で大体安全率

をとってるようでございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そうすると、この安全率の問題で

内容的には私わからないんですが、２月時点でいわゆ

る95億の積算をした時点で、旭町大崎地区の安全率は

幾らで南田地区は幾らなのか。 

 そして４月、あなた方２月から４月にかけて概算事
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業積算したという成果書が４月９日付けで出てますね。

この時点での安全率は旭町は幾らで、南田は幾らなの

か。 

 さらに、先般の全協で出した数字で、旭町大崎地区

は地すべり対策が15億から10億ちょっとに減ってます

よね。その時点での安全率はそれぞれ幾らになってる

んですか教えてください。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  今、部長のほうから

安全率ということでお話したわけでございますが、土

工指針等の基本的な部分の今数値で、基本的なご説明

を申し上げました。95億何がしの部分の事業費を策定

したのは私でございます。 初に今部長も話をしまし

たが、議会の中でも城内議員ですか、山形の例を出し

て話されました。山を動かしてしまえば、その対策、

そして後始末のそこの場所には、もう計画も家も建て

れないという話もしました。私どもも当初は地すべり

地形ということを把握しておりまして、山を動かして

しまえばもうだめだということで私なりに考えまして、

山をとめなきゃならない。そういう場合には鋼管杭、

抑止、今部長話した抑止杭を設置しなければならない、

そういう部分で私なりにはじいた部分がこの金額でご

ざいます。 

 安全率と48億の部分に対しても概算でございますの

で、安全率等は特に設定する段階でのレベルではあり

ません。ただ、私の当初考えた部分は、山を動かしち

ゃだめだと、そのためには私の知識の範囲内で、鋼管

杭等で山をとめなきゃだめ、動いてしまえば終わりだ

という部分で、その後にコンサルトからも若干アドバ

イスをいただきまして、対国に対しては48億という数

字で整備計画一旦は出しているわけですが、そういう

ことで皆さんに報告しました今の段階の事業費は48億

ということになります。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  わかんないんですよ。ね。95億と

いう積算もあったけども、安全率、レベルあるでしょ

う。それでやって、しかも田畑課長がどっちもおやり

になっているんでしょう。地すべり対策費は、60億近

くが15億、４分の１に圧縮される。 

 これは専門家ならわかるのかわからないけども、素

人が聞いて全然わからないですよ。安全率それぞれの

をはじき出してないけども95億が48億、地すべり対策

費が60億が15億になった、わかってくれということで

すか。 

 いじめているわけじゃないんだよ。 

 結局、今新しい局面の中で、防災公園がどうあれば

いいのか。新しい視点のもとで、本当に市民のために

なるにはどういう方策があるのか、お互いに勉強した

らいいんですよ。 

 だとしたら、やっぱり副市長、ここまで来て安全率

の問題も出された。内容的には余りわかんないけども、

そうすると、資料としても95億の、やっぱり議員の皆

さんだって、今初めて聞く人多いんじゃないですか。 

 資料として、こういう資料だということをお断りし

ながらも提示をして、やっぱり審議の材料に供するの

が大事なことではないでしょうか。改めてお願いしま

す。 

○委員長（泉川博明君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  先ほども95億の資料につい

ては、担当の手持ち資料というご説明申し上げました。

そういう内容でよろしいということで、そういう前提

のもとに議会を資料を提出しろということであれば、

資料については提出いたします。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  委員長、今の副市長の答弁に対し

て、委員長のところでぜひ資料を提示していただくよ

う要請をしてほしいと思います。お願いします。 

○委員長（泉川博明君）  はい、わかりました。 

 今の資料はすぐ欲しいということなんですか。 

 大沢委員。 

○大沢俊光委員  私どもは市民から付託を受けて審議

するわけですが、内部検討するために職員が私的に検

討する資料つくったと。こういう辺のあたりを、副市

長一つ、休憩なら休憩をとってさ、公文書に値する内

容なのか、そうじゃなくていろいろなことを、その事

業の目的を達成するために大所高所から検討する参考

資料なのかあたりをきちっと分析して対処してもらわ

ないと、そういう資料が職員がよかれと思ったり、あ

るいは自分が勉強しようと思ってよかれと思ったりす

る資料が一人歩きすることのないように、一つ検討し

ながら、出すか出さないかも含めて検討してもらいた

いと思う。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 
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○城内仲悦委員  これ議員間討論にまだなってません

けど、少なくともこの計算についても個人的にやった

わけじゃないわけですよ。この計画をつくるために、

その段階で担当の課長がつくってるわけですから、決

して公文書でないかもしれませんけど、しかし重要な

文書だと私は思うんで、やっぱりきちんと審議した上、

今後の方向決める為にもやっぱり提示して説明してほ

しいですので、ぜひ出してもらうという状況ですので、

ぜひ要請をして提示いただきたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  それでは、資料請求を出し

てほしいということなんですけども、動議としてお出

しになりますか。 

 小倉委員。 

○小倉建一委員  当局はいいという話ですし、情報公

開からいっても職員のつくったメモも情報公開には応

えなきゃならないんですよ。それは当たり前ですよね。 

 ということは、この我々が資料請求の、資料見て話

しておりますが、その事実上の資料請求ということで、

この審議を協力的に議員も進めるという意味からは、

提出があってもいいのかなと思ってましたので、よろ

しくどうぞその辺を考えながら委員長、進めてほしい

と思います。 

○委員長（泉川博明君）  それでは、当局側にお願い

しますけども、時間的にどのぐらいかかるかわかりま

せんが、直ちに資料として出していただきたいと思い

ます。 

 暫時休憩をいたします。 

    午後２時44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00分   再開   

○委員長（泉川博明君）  休憩前に引き続き、委員会

を再開いたします。 

 質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  資料提出、ありがとうございまし

た。 

 せっかくですから、この資料としてもあれですから、

策定年月日わかりますか。教えてください。 

○委員長（泉川博明君）  田畑敏文都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  策定年月日というこ

とでございますけども、この策定したのはさきほど申

しました、２月初め当たりから着手しまして、という

ことでご理解お願いしたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そうすると、今いただいた資料の

95億と、それから４月９日時点で計画書を添付してい

る48億、これは同時進行で策定したものということに

なりますか。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  順番をつける、どち

らが先ということになれば、この95億が先に私のほう

が積算した数字でございます。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  そこで、いずれにしても時期的に

もせっぱ詰まっておって、当時の状況からすれば非常

に大変に苦労をされて、鋭意努力をされて、こういう

作業を進めていただいたんだというふうに思うんです。 

 そこで、この95億と48億の違いの要因は何か。地す

べり対策の58億が15億に、４分の１に縮まった要因は

何か。これは聞いてもまだ答えが返ってきてないんで

すね。 

 そこで、さっきの安全率、これが果たして1.1なの

か1.5なのか、それによって概算事業費がぼんと違っ

てくるというのはあり得るんだけども、安全率も調べ

てないってさきほど答弁がありましたね。そうすると、

95億と48億の違いはどこから出てくるんですか。教え

てください。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  さきほども申しまし

た、いずれ山が動いてしまえばこれは終わりだ、そう

いうふうな当初、意識持ちました。いずれ山を動かし

ちゃだめだ、そういう意味で鋼管杭ということで、抑

止杭を 大限考えた部分がこの95億になります。 

 48億という部分、これは整備計画書に載ってる事業

費でございます。これは国にまで提出した経緯がござ

います。ここの部分では、そういうふうな抑止杭等は

内容的には考えてないということになります。 

 安全率等はさきほど申しましたとおり、そこまでは

詰めた部分の段階ではない、本当の概算の概算という

ことで捉えていただきたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  防災公園をつくるのに山全体が動

いてはだめだ、言われてみればまさにそのとおりです

よね。山全体が動くようなところに工事をするという

のは、あり得ないこと。 
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 例えば、民間業者があそこにそういう開発行為をし

たいというとき、あなた方はそういうものでも許可す

るんですか。しないでしょう。山が動いてだめだった

らだめですよ。それじゃ説明になってないんじゃない

んですか。 

 少なくとも地すべり対策60億前後のものが何で４分

の１の15億で済むんだと。そうすると、この48億とい

うのは、さきほど部長が言った水抜きでやれば48億だ

た。あとアンカー杭を打てば95億になるんだと、そう

いうことなんですか。そこのところ、もう少し丁寧に

教えてくださいよ。 

○委員長（泉川博明君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  説明不足ですみません。 

 まず、地すべり対策工、これを計画する場合、まず

ボーリング調査等を行います。これで土の間隙水圧、

それから滑り面の粘着力、滑り面のせん断応力、これ

らの土質データ、それからのり面のそこにつくろうと

する場所の勾配、そういったものを全て加味して初め

て安全率を出します。 

 ですので今回、ボーリング調査もする以前の概算で

すので、そのときは本来的にはあまり大きく見ないん

ですけれども、担当のほうが心配になってそういうふ

うなことを見たんだと思いますので。本来であれば、

今言ったようにまず調査して、それから計画する断面

を決めてから、その断面に対しての地すべりの安全率

と、こういったものを出していくと。 

 それに始まって、今度は対策として一番 初に考え

るのが水抜き、それから押さえ盛り土等、まずは金額

的にかからないので安全率を満足できるかというのを

計算します。それでだめであれば、さきほど言いまし

たように杭基礎工を考えていくというふうなことにな

りますので、いきなりそのときは試験もしてないのに

杭を見たと、本当の 大の 大を見てしまったという

ことで、これが合わなかったと。 

 この48億、こちらのほうにかわったというのは、こ

れは当時、現場を担当していましたアジア航測さんの

赤色立体図、こういったものを見ていただいて、専門

の方等に相談していったら、そこまで要らないんじゃ

ないかというふうな助言をいただいて、48億のほうに

収まったということでございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  確かに、48億もボーリング調査前

なんだよね。そうすると、95億というのもあった、何

でだという中で、安全率が、私のほうが言ったんじゃ

ない、そっちのほうから安全率云々って出されてきた

んで、じゃあどうなんだということで、私は素人的に

聞いたんですよ。結局、95億を48億に縮まったってい

うのは、山が動いてはだめだからだということまでは

わかりましたよ。そういうところにそもそも、何でそ

ういう防災公園をつくらなければいけないのかという、

やっぱり根本的な、そもそもな疑問が出てくるのは当

然じゃないですか。どう考えたってね、その95億って

言うのが適当な数字じゃないと思うんだよ。確実な安

全性を確保するためにはこれくらい必要だというのが

この95億ではなかったんですか。 

 担当の田畑課長、その半分になった理由を、山が動

いた、そりゃドラマの題名みたいな説明でなくて、も

っと丁寧に教えてください。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  さきほど来から説明

しておりますが、いずれ、これ私が勉強のために積算

したものでございます。いずれ、さきほど繰り返しに

なるんですが、山が動いてしまえば大変だ、そういう

ふうな意味から抑止杭を考えればこのくらいの金額に

なったということでございます。 

 いずれ48億の部分に関しては、いろいろアドバイス

をいただきました。今、部長が言いましたけども、赤

色立体図等を参考にしながら、そういうふうな抑止杭

等は48億の中ではいずれ必要ないだろうということで、

そういう部分は見ていないというところでございます。 

 もう一つつけ加えさせていただければ、25年度にま

だ都市化計画決定事業認可に向けて基本設計をやって

おります。この部分、全員協議会でもお話しました。

48億が55億になりましたというお話、しております。

中、見ていただければまたわかるかと思いますけれど

も、対策費等は48億からは逆に少なくなっております。

この間も指摘されましたが、立成地区を含めた部分の

宅地、それからその用地買収等がふえた部分が一番大

きな原因の数字的な表れというわけなんですけども、

いずれ55億の部分は３カ所ほどボーリングをした結果

でございます。 

 岩大の先生からも現場を見ていただきまして、そし

て現地を私どものその現況の捉え方、地すべり地形と
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いう部分の中の私どもの捉え方を先生のほうに説明を

して、大体ご理解をいただいたと。そして、 後には

３月の成果品に出す前には、岩大の研究室のほう、私

ども、それからコンサルと一緒にその内容と対策工法

等も説明をして、内容的な部分は認めていただいたと

いうことでございますので、現時点では、いずれ３カ

所だけのボーリングでございましたけれども、総事業

費は55億。これが一番今、今の時点では精度の高いと

いう部分でございます。 

 後に、また繰り返しになりますが、一番 初の部

分は、私がいずれある部分の、私の知識の中で算定し

た部分ということで、ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  場所的に言えば、市長もかの一般

質問の答弁で言われたように、地すべり地形だと。財

政上もかなり負担があると。ヤマセだということを現

状認識を言われて、さりながら、改めて選定し直すと

すれば、事務事業が個々に進んでおってなかなかに難

しいということは言われました。それはそれとしてわ

からないわけでもないんだけれども、今言われたよう

に、結局、当初ですよ、場所の変更もできない、一次

避難場所との併設が条件だというのも国交省はそうい

うことは言ってないということはあなた方の答弁でも

明らかになった。 

 そして今、この48億の事業費の概算事業費ですけど

ね、95億が半分に圧縮されて、地すべり対策が60億が

４分の１の15億に圧縮されて、その経過が今の説明で

もやっぱりこれは市民に対しての説明責任を果たした

ということにはならないと思うんですよ。 

 そこで、私はこの問題で、私どもの国会議員事務所

を通じて、国交省の担当課に問い合わせていただきま

した。今の時点で場所の変更ができるかどうか。ハー

ドルは高いけど不可能ではないと、国交省の本庁の。

それからいわゆる公金の繰り延べですね、単年度が原

則っていうことになってんだけども、事故繰り越し等

で十分な説明を尽くせばそれは可能だろうという国交

省との打ち合わせの結果も報告を受けております。 

 そういう点で私は、やっぱり今の段階でも改めてこ

の問題を、場所の問題含めて、時間的に限りはあるか

も知らんけども再検討するということを強く要請して、

次の質問者にかわりたいと思います。 

 どうぞ。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今のマスタープランにかかわってで

すが。お尋ねしますが、６月定例会に入って、新市長

からは18億がやりたいんだっていうこと、ずっと来て

るんですが。今度の市長選の結果ですね、遠藤市長が

出て勝ったことによって、今までのことは、きょうの

ことも含めてですよ、明らかになったわけですよ。 

 もしこれが、選挙結果があなたが破れて前職が継続

したとすれば、まあ、そりゃ恐ろしいですよ、私は。

嘘に嘘を重ねて、資料は出さない。国がそう言ってる

と言って場所の変更はできない。その方針にしたがっ

て市の技術屋さんたちも従わざるを得ないからやって

きたということが今回の状況じゃないですか。これは、

私やっぱり、職員であろうとも、やっぱり技術者とし

ての良心、持ってるはずですよ。やはり間違ったこと

がこうした形でばれてきたわけですから、ぜひ私は全

力を上げて場所変更に踏み出して、久慈市の新たな有

り様をスタートさせるというのが遠藤市長、あなたの

やることじゃないでしょうか。 

 私は、35年久慈市にかかわってきました。久慈義昭

元市長、山内前市長、そしてあなたが３人目です。こ

れも本当に市民の皆さんのおかげでありますが、やは

り、この35年の私の議員活動の中で、今日ほど市のあ

りよう、市政のありようを根本的にも考える、考えさ

せられた時期はないというふうに思っておりますので、

ぜひこれは今、小野寺委員も言いましたけども、ハー

ドルは高いが可能性はあるって言ってるわけですから、

そういう方向へ転換して、市民の後押しも出るだろう

し、ぜひこれは場所の見直し、動く山には手をつけな

い、ぜひ考えていただきたいと思いますが、お聞かせ

いただきたい。 

 私は、前の議会で100億っていう話を実は前山内市

長に質問したことがありました。そうしましたら、何

だ、でたらめな数字をという答弁がかえってきたんだ

けれども。しかし、現にこの100億から近いっていう

数字があったんだっていうことも今、明らかになって、

当時もそういう噂が飛んだんだけれども、こういう数

字が出た以上、やはり原点に返って私はやってほしい

と思いますし、技術屋さんの仕事もぜひ真摯に、自分

がやってることは本当に市のためになるのかっていう

立場に立って、私は仕事をしてほしいなと。そのとこ
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ろを今、現時点、中森部長なり、田畑課長が技術者と

して、一人の技師として、本来の力を発揮すべきとき

じゃないでしょうか。それも１点。 

 それからもう一つは、このアジア航測、ここに、こ

んな立派なのが議会にも届いてますよ。今、こう読ん

でみると、まさにこうですよ。旭町の地質、Ｂなんで

すよ、この旭町。本来、ここはＣなんですよね、この

地すべり地帯からいえば。まさに恣意的な判断がなさ

れて、市のいいなりの評価を出すためのデータが満載

してます、ここに。これに800万も900万も1,000万も

かけて、あたかも客観的な成果品のように私も見てま

したけど、そうじゃないんだっていうことが明らかに

なっております。市の誘導によって、この成果品が出

てきたんだっていうことも、今回、明らかになりまし

たね。 

 これは、アジア航測との折衝の段階といのも１回も

明らかになってませんが、この期間に誰が窓口で、何

回アジア航測と会って詰めてきたのかのことについて

もできたらお聞かせください。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  後のアジア航測の

打ち合わせの回数、これ今、調べて、ご報告いたしま

す。 

 いずれその前の第１点目の質問でございますが、小

野寺委員と同じ内容と捉えました。いずれ、要綱的に

は変更は可能であるということでございますが、いず

れ私どもは、ここの久慈湊、それから大崎地区のため

に緊急避難場所、それに通じる道路、これは必要だと

考えておりますので、その部分でこの場所で復興枠の

部分のものは整備を進めさせていただきたいと考えて

おります。 

○委員長（泉川博明君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  第１点目の場所の変更につい

ても検討すべきであるというご提言に対してでござい

ますが、確かに、選挙前におきましても場所の決定方

法、地理的な条件等、あと地元負担等総合的に含めま

して非常にわかりづらい事業だと感じまして、見直し

を訴えて市民の皆様に応援いただきました。 

 市長の仕事を始めまして、これまでの経過を担当部、

課から説明を受けました。その中でありましたのは、

48億と言われておりました総事業費が55億であるとい

う数字を示されまして、この精度はどうかという話を

しましたところ、さきほども課長から説明ありました

けれども、３カ所のボーリングを実施した結果である

と。全く机上の空論という数値ではない。かなりの精

度を持ってある程度、事業面積等も縮小していけば山

が動くということはないと、これがある程度実証され

ましたという説明を受けました。あとは先日もお話い

たしました、地元の皆様のご意見もお伺いしました。

福祉の村に通じる避難路がほしいと。これは必ずない

と逃げ場がないと。これも非常に大きな問題だと思っ

ておりました。 

 国におきましては、今後も場所の変更あるいは事業

費の繰越し等、手続きは可能であるという回答があっ

たということではありますけども、現時点において都

市計画決定がなされ、地元でもぜひ避難路はつくって

ほしい、強いご要望があります。 

 合わせまして、55億についてはかなりの精度で積算

したものであると、そういった状況、総合的に踏まえ

まして、政策判断として避難路、18億の中でできるだ

けつくれるところまで行って、 終的に未完成な部分

が出た場合には、ほかの財源を探してでもこれをつく

るべきだろうというふうに判断したところでございま

すので、何とぞご理解を賜りたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  非常に残念です、市長。市民の多く

も残念と思ってると思いますよ、私は。いずれ、担当

から説明を受けて、私も市長もこの件については技術

屋ではないから、技術屋さんじゃないでしょ、市長も

副市長も。そういった意味では、担当がきちんと真摯

な態度で説明していたら、こういうことはあり得ない

と私、思うんですよ。 

 今までやってきた仕事を前に進めるために、今、３

カ所のボーリングをやったので精度が高いって言いま

したけど、あの広大な面積で３カ所のボーリングで、

そんなことが言えるんですか。岩手大学の先生が云々

って言いますけど、そんなこと言えるんですか。だか

ら、 初からこういう問題があったのを隠してきて、

そして私たちに嘘をついてきて、ここまで来てますよ。

そういう段階でも、技術担当の方々は、やはり真摯に

市民のほうを向いていない。非常に私は残念ですよ。

命を懸けても何とか前を向いてくださいよ。 

 そして、こんな無駄遣いをしない。２年前の調査で
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は、一番悪い場所だっていうふうにアジア航測が言っ

ていた。それが、防災公園の調査ではここが一番いい

んだっていう結果を出した。それは久慈市が場所を決

定して恣意的にここに場所を選定したことの結果じゃ

ないですか。それが明らかになっているにもかかわら

ず、そこに固執するのは私はあってはならないことだ

と思いますので、これはさきほどの市長のお話があり

ましたが、ぜひとも見直しを求めていただきたい。こ

れは強く要請をします。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  今のこの防災公園にかかわって、私

からも若干お聞かせを願いたいと思うわけですが、市

長選挙のときに、公職選挙法の法定ビラが市民各位に

配られました。 

 その中には、大震災を風化させないという思いの中

で書いてあることが、総合防災公園について、「大震

災を契機に被災市町村では復旧・復興の具体的な事業

を国から承認を受けて、100％国費で整備を進めよう

としています」というくだりがあるんです。 

 私は、議会で当時やり取りしている中には、社総交、

要するに残余の事業費については、当時14億でしたけ

ど、14億は復興枠だよと。しかし残りの34億について

は、社総交の２分の１を使うという議会での説明がず

っとあったんです。ところがいきなり、これは当時、

山内さんを支援する確認団体のビラですけど、こうい

った文書が流れてきたんです。 

 改めて今、ここでこの文書に対する答弁、要するに

100％国費で整備を進めるとしていますと、当時のく

だりがあるんですけど、これについて100％国費です

かっていうのをちょっとお聞かせ願いたい。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  その記事の内容につ

いては、ちょっと把握しておりませんけども、事業費

48億に対しまして、当初は14億は実質的な10割補助、

100％補助ということになります。そのほかは、説明

の残りの部分は通常枠の交付金等を利用すれば、工事

費分に対しては２分の１補助、そういうふうな説明の

内容になります。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  では、この法定ビラの前段が100％

国費ってのは嘘であるという今、説明がなされたわけ

ですが、その中で、久慈市は県内でも早く復興計画が

認定され、旭町、夏井町、大崎地区に計画したのが防

災公園だと。住民の命を守る避難場所が必要です。避

難路等のアクセス道路の整備が必要です。これが今、

議論している恐らく遠藤市長がイメージしている、今

は18億円の復興枠があるので、この18億の復興枠をこ

こにとにかく充当しようというふうな私はイメージを

受けてるんです、それはそれとして。そして、救援部

隊の活動拠点の場所が必要です。多くの車両、ヘリコ

プター用の基地が、スペースが必要です。云々とある

んですけど。私はこの間の一般質問の答弁で、建設部

長が芝生化について、将来、芝生化も当然に検討に入

れてるという話があったもんだから、私はそこで実は

答弁を聞いていて何だと、要は避難路、避難場所は18

億だけども、その18億円の中で芝生化もできるかとい

うことなんです。 

 私は、基本的には無理ではないかなという考え方が

あったもんだから、あの答弁を聞いていて、将来の要

するにこれまでの防災公園計画を進捗するとすれば、

そういう考え方は、前にも聞いていたんだけど、しか

し、遠藤市長の苦渋の選択の中では、その芝生化とい

うのもイメージとしてあるのかどうかという点につい

てお聞かせ願いたい。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  今、濱欠委員がおっ

しゃった、この間うちの部長のほうから答弁申しまし

た。いずれ、芝生化しておくことによって、例えば雨

が降ったときに流出防止等もできますので、管理する

部分におきまして、平場を整備して 低限の部分とい

う意味で芝生化ということで考えております。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  市民には、広報を通じて、ポンチ絵

が提出されているんです。その中にもいわゆるそうい

う意味でのサッカーができるような広場というイメー

ジで、実は芝生も実はそういった議論の中で、要する

にサッカーができる、芝生があるサッカー場がないよ

と、久慈には。だからそれが将来、やっぱり必要では

ないかという議論の中で、この芝生っていうのが出て

きてるんです。今の答弁は、聞くと違うなと。 

 つまり、平場の避難所を確保するんだけども、サッ

カー場ができる程度の芝生化というイメージではない

ように聞こえるわけですが、その点はいかがですか。 
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○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  サッカー場の芝生、

今、ワールドカップやっているわけなんですが、ああ

いう類いのものですと、年に2,000万もかかるという

ことを聞いたことがありますが、今、私どもがイメー

ジしておりますのは、私ども一番大きいのは河川公園

を維持管理しております。これは、乗用の草刈り機が

ございまして、今、指定管理ということで草刈り等を

頼んでると。そういうふうなイメージで、管理する部

分は、芝生化した部分がそういうふうな管理の部分も

しやすいという捉え方の部分で、そういうふうなイ

メージの部分で、芝生化ということで捉えていただき

たいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  前からの議論で、避難場所ですよね、

避難場所っていうのは大雨が降ったり大雪が降ったり、

寒かったりという、その異常な気象の中にこそ実は大

災害が起きる可能性がある。そういったときに、ただ

の要するに平場であれば、その平場だけあればそこに

は人は避難しますかという議論をずっと積み重ねてき

たんです。そしてその中の答えとして、実は、その平

場の中にも将来、さっき言った社総交の通常枠の２分

の１を使いながら、避難者を守る施設をやはりつくら

なきゃなんないだろうという議論があった。この議論

の行く末については、今のイメージではどうなります

か、避難場所について。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  今の18億の部分の復

興枠、あとは事業認可に48億の部分に関しては、そう

いうふうな避難する建物というイメージの部分は、計

画の中には入っておりません。 

 今、ちょっと言わせていただければ、立成地区の部

分でいろいろ用地の関係であることがありました。そ

の一人の方は、源道と言いますか、そこの金刀比羅様

の下の方でございます。線路より金刀比羅様の近い方

で、金刀比羅様に50メートルぐらい直線距離で離れて

いる方でございます。体調が悪い方で、玄関に椅子を

用意して、私どもの話を聞いてくれました。 

 後に、私のほうから、「いや、ここは金刀比羅様

に近くていいですね、すぐ避難できて」という話を私

が話しましたところ、その方は、「いや、私は金刀比

羅様には避難できない、車で連れて行ってもらわね

ば」という話をされた経緯がございます。いずれ車で

避難しなきゃならないという方もいると思います。い

ずれ、今回、立成地区にその広場、多目的広場、そこ

を芝生化していくことによって、車で避難する人がそ

こに行ける、そういうふうなことで捉えております。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  市長の苦渋の選択の、私は、避難路、

避難場所というようなことについては、この間の一般

質問等でもそれについては私は理解できるんです。こ

れはぜひ避難路、やはり大崎地区から旭町に抜ける避

難路の確保も大事だ。私は当時、復興交付金事業でで

きなかったのかという、その道路だけ考えれば。私は

道路だけでものを進めていったときには、多分、交付

金事業で採択されたのではないかという、今も思いが

ある。それがいつの日か防災公園の中の園路として、

避難路を設計し始めたことによって、実は今このよう

な状態に私はなっているというふうに思うわけです。 

 市長が言う、いずれ18億円の中でこの避難路、何と

してもその旭町に通じる避難路をつくっていきたい、

私はそれについては理解しています、まず。そして、

避難場所についてもそんな大きい避難場所じゃなくて

も、それ相応の避難場所と避難所と言える部分を確保

するというのも、私、住民の命を守る観点からは理解

できます。 

 ただ、しかし、この防災公園、いわば将来のイメー

ジ、ポンチ図で示された、これは広報であるんですけ

ど、この広報で示されたこの球技をもってあそぶみた

いな、そういった防災公園の計画については、やはり

英断を持ってまずここでストップしていただいて、そ

して私は平成30年にも、もしかすれば野球場は出ない

可能性も今もあるという状況の中で、早くマスタープ

ラン等の計画を進めて、そして、もともと平成23年２

月15日提出の新野球場建設の推進というのがあるんで

す。これは庁議の結果で出された議会に出された資料

なんですが、それが、これまでも議論していた優先順

位をつけましたと、６カ所を決めたけども６カ所の中

から優先順位を決めて、１が南田地区ですよと、そし

て 後の６番目が旭町の今の大崎ですというのが案が

あったんです。 

 私は、早くもとのボタンに戻していただいて、そし

て、一般質問でも議論しましたが、合併特例債等を活

用できるのかということを含めて、いち早くそっちの
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ほうに大きな意味での公園施設整備、そして市長が一

般質問でも話しましたが、体育施設が分散してるとい

う意味での管理費が非常にかかってると。そういった

意味ではやはり施設の集約化を図っていかなければな

らないというお話もされてました。ぜひ、そういう方

向に前向きな思いでもって、そしてあしたの将来を憂

いながら、ぜひ前進していただきたい。これについて

答弁いただきたい。 

○委員長（泉川博明君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの点に関しましてで

すけども、18億で止めるということを今、決めるとい

うふうには考えておりません。当面18億の国庫補助事

業を、国庫を大切に使わせていただきまして、事業は

進める。その後につきましては、緑の基本計画、ある

いは久慈市の都市計画マスタープラン、この見直し作

業をする中で、施設配備はどうあるべきかということ

をきちんと検討してまいりたいと思っております。当

然、その中にはさきほどの野球場を含む運動施設のあ

り方についても皆さんと議論しながら将来構想、将来

ビジョンをつくってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  議事進行で、この際、若干時間を

取っていただいて、議員間討議を委員長の裁量で要請

をしたいと思います。 

 防災公園については、過般の一般質問でも各会派そ

れぞれ取り上げましたし、ただいまも議論されたとこ

ろであります。 

 また、インターネット上で見て、市民の声もこの防

災公園問題について、これは17日の一般質問を見ての

コメントのようですけども、「きょうの議会で、前市

長らが防災公園事業について議員に虚偽の説明をした

と共産党が追及していた」というのから始まって、

後にはこういう書き込みです。「ただただ黙認をして

きた議員の皆さんのほうが罪が大きいでしょう。今ま

でオーケーを出して進めさせておいて、今度はノーを

突きつける。あなた方の意思はないんですか」、まあ

俗に言えば、だました私が悪いのか、だまされたあな

たが悪いのかっていうことにもなりかねないような書

き込みになってるんですが、いずれにしても、やっぱ

り議会としてもこれまで明らかになったように、事実

でない情報、答弁、説明の結果、それぞれ判断をして

きたという経緯があるわけで、この際、やっぱり議会

としても、そういうこれまでの経過を踏まえて、改め

て議会としての意思表明なり、何らかのやっぱり市民

に対しての説明責任を果たす必要があるのではないか

という思いから、議員間討議をぜひ要請をしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○委員長（泉川博明君）  ただいま、小野寺委員から

総合防災公園事業に関する委員間討議の実施について、

発言がございました。 

 この際、委員長発議として委員間討議を行いたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  ご異議なしと認めます。 

 それでは、ここで質疑を一時中断し、委員間討議を

行います。 

 なお、市長をはじめとした当局説明員の皆様には、

委員間討議の間、一時議場より退席をお願いいたしま

す。 

 暫時休憩いたします。再開は４時といたします。 

    午後３時42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４時00分   再開   

○委員長（泉川博明君）  休憩前に引き続き、委員会

を開きます。 

 これより、委員間討議を行います。発言を許します。

小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  さきほども申し述べましたけれど

も、この防災公園問題について言えば、昨年の６月議

会から議論してきてるわけだけども、それまで答弁、

説明されてきたいわゆる当初、建設場所の変更は申請

時からは変更できないということは、国はそんなこと

は言ってないということも明らかになりました。 

 また、緊急避難場所、いわゆる第１次避難場所との

併設云々についても、国交省の文書にはそういう縛り

はないということも明らかにされました。 

 そして、さきほどの概算事業費の問題でも、95億円

で積算した、そのあれは山が動くようなことではだめ

だということから、安全性を憂慮して95億円というの

を出したと。しかし、その95億円から地すべり対策が

58億円、それが事業費48億円、地すべり対策が15億円、
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事業費全体で半分、地すべり対策で４分の１に縮小し

たのは何かといっても、そこのところは詳らかな説明

はなかったわけですね。まさにブラックホールのまま、

そこのとこが残ってるわけです。 

 こういう事態に対して、いわば濱欠さんでしたか、

言われたけども、遠藤市長もやっぱり負の遺産を引き

継いで、どういう形か処理しなくちゃないという思い

の中で、あそこの現状認識については地すべりだと、

やませだということについては認識を同じくしている

答弁があったわけですが、事務的にかなり進んでおっ

て、今さらなかなか変更は難しいという思いが垣間見

られるわけですよね。 

 しかし、さきほど私、言いましたように、国・県と

の関係においても、場所の変更の問題についても、そ

の予算の繰り延べについても、可能性がないわけじゃ

ないんだという紹介もさせていただいてるわけです。 

 だとするならば、可能性は、厳しいかもしらんけど

も、可能性を 大限にやっぱり探求してみると、追求

してみるということが議会としても大事なのではない

か。結果はどうなるかわかりませんよ。わかんないけ

ども、しかし、その可能性を追求してみる必要が、責

任があるのではないか。そのことは結果として、当局

にだけ責任を負わせるということじゃなしに、議会と

してもやっぱりそれの責任を負って来たわけですから、

そのことが結果として当局を後押しすることにもつな

がると思うので、そういう国・県に対してもそういう

要請を議会としても、何らかの形でやって、可能性を

追求してみるべきだというふうに私は思います。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ここに、アジア航測の調査結果、報

告書がございます。大変立派です。ですが、今回の事

柄を通じて明らかになったのは、やはりコンサルタン

ト事業のありようが、今回の防災公園の場所のありき

の久慈市の方針に従った形でこの結論が導き出された

ことがはっきりしました。しかも、800万円もかけて

血税をかけて、そういった方向が出されたって言うこ

とが明らかになりました。非常な残念のことですが、

これが現実なんだと改めて認識したところでございま

す。 

 二つ目は、私は今回の市長選挙の結果は、まさに市

政を市民の元に戻すことにつながりつつあるというふ

うに思うんですが、しかし、きょうの市長の答弁にあ

ったように、18億円については事業推進していくんだ

っていうことが方針として示されましたが、しかし、

これはぜひ、さきほど申しましたけれども、やはり原

点に戻るべきだというふうに思ってるところでござい

ます。 

 小野寺委員も申し上げましたけれども、やはり見直

しのために、国に対してやはり今ある事業をまずスト

ップをして、もう準備に入って、もう設計の基本調査

から今度は実施調査に入ろうとしてますが、その事業

をストップをかけて、まずは場所の変更をすべきだと

いうふうに思います。 

 というのは、やはり久慈市はいろんな意味で公共施

設の建て方について失敗をしてきたと思います。体育

館についても駐車場がない、場所変更すべきだと私も

言ってきましたが、しかし、当時の議会は賛同して決

まりましたが、今でも駐車場がない。使い勝手が悪い。

そういうことがありますし、それから平沢の運動公園、

老人クラブの皆さんが運動会をしてますが、あの寒さ

の中で運動会やってきた、やってる状況、このことは

やはりああいうやませのひどい所に工業団地を持って

行こうとしてつくったんですが、それもまたできない

まま今日に至っていると。そういった形で、まさに公

共施設が分散をされ、あっちこっちに建てられて、効

率の悪い状況が続いてます。 

 実は今度、10月ですが、花巻の体育館を使っての全

国学童保育所研究集会が開かれますが、あそこに行っ

てみますと、本当にあの周辺一帯が公園になり、いろ

んな施設があり、そして市民の憩いの場になってると。

そういう場所を見てきたときに、ああ、久慈市はそう

いった意味では大変間違った方向に来たなということ

をすごく感じてきました。 

 そういった意味では本当に、一番ふさわしい場所に

つくっていくんだっていうことのやっぱり何と言いま

すか、選択をやはり議会は賛成、反対があったにして

も、やっぱり原点はそこなのかなと思いますし、ぜひ

立ち止まって見直しをさせるっていうことが議会のそ

ういう意味では民意が反映した形での動きになるんじ

ゃないかなというふうに私は思ってるところでござい

ます。 

 地元の方々の要望は、福祉の村まで道路を通してほ

しいということがあります。私はいままでも言ってき
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ましたけども、あそこに林道がありますが、地すべり

地帯と言いながらもあの林道が雨でのり面が崩れたと

か、山が崩れたっていう事故は発生してませんよね。

それは当時、どういう設計でつくったかわかりません

が、安定した形のルートを通って福祉の村の、ちょっ

と行けば福祉の村ですが、あそこまで行ってますよ。

私どもは現地調査をしたとき、議員全員であの現場を

見ました。本当、目と鼻の先がもう福祉の村なんだか

ら、十分活用をして、冬場の凍結防止やさまざまな今

施策があるわけですから、そういうことをやりながら、

普通の予算で、補助事業で道路は通すということにな

れば、大崎地区の方々、夏井地区の方々の要望に応え

つつ、場所の変更が十分できるというふうに私は思う

わけです。 

 そういった意味では、本当に、ぜひ久慈市議会がま

さに市民のための議会になりかわれる今、絶好のチャ

ンスだなというふうに思ってますので、私は議員各位

の場所の選定の見直しについての方向に転換なり、あ

るいはそちらに事業を進めてほしいなということを心

から思うわけであります。 

 以上で、私の発言を終わります。 

○委員長（泉川博明君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  きょう今、補正予算のところで土木

費というところで、都市計画マスタープランと緑の基

本計画策定事業費、これにかかわっての防災公園とい

う話になって、このように進んでいるわけですが、こ

の土木費のここについて賛成、あるいは反対という意

見というふうにはならないとは思うんですが、この防

災公園の整備について、私は 初から場所の選定の仕

方とか進め方、経費、途中から県の計画との整合性と

いろいろ話をしながら反対の立場で話をしてきたわけ

ですけれども、今回、市長が変わって、そして見直し

を行うと。夏井側から旭町側へ通じる道路はつくるん

だということで、社総交の復興枠を使いながらという

ことなわけですが、その部分については見直しをする

という点について、私は賛成をいたします。 

 この復興枠の18億円のところでは、現在の計画では、

夏井から旭町の福祉センターのところまでつながるま

での計画になっていないわけです。そうすると、18億

円を使っても福祉センターまで通じるような形になら

ないということですから、ルートを変更してでも、で

きるだけ工事費の軽減になるようなルートで１メート

ルでも長く、福祉センターのほうに通じるような道路

にするべきではないかなと、このように考えます。 

 山が動くような地すべり地帯に手をかけるのは極力

やっぱりそういう場所には手をかけるべきではないの

かなということから、計画そのものを全く白紙に戻せ

というふうな言い方はしませんが、前の考え方に捉わ

れないで行っていくべきだと、このように考えます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  委員間討議でございますこ

とから、ただいま３名の意見に対しまして、どなたか

発言がございましたら、発言をお願いいたします。小

倉委員。 

○小倉建一委員  どういう討議がいいのかっていうの

がありますが、私は当時、野球場建設に向かっていた

ときにも、第１候補から第６候補になって、何で防災

公園だからということで第６の候補の大崎・旭町地区

に行くかなと、この辺も不信がありましたので、絶対

これは反対しておりますし、さらに地すべりは大変恐

ろしいってのは身を持って仕事したことがありますの

で、そういう意味で反対してきましたし、その結果と

して、我々はこの付帯決議をもって、「整備地につい

ては安全性や将来性、また整備費の節減に十分留意し、

吟味・検討すること」、これが今になったらそのとお

りになってしまってるわけですよね。 

 その辺は我々議員も本当に責任持って、やってきた

のかなということを考えますときに、非常に無駄な時

間を費やしてきたなと思っておりまして、そもそも計

画、南田に野球場をつくる際に、防災機能を含めた施

設をつくるよということが、そのまま進んでいるので

あれば、今ごろもう、あるいは野球場、あるいはサッ

カー場もできていたかもわかんないんですよね。 

 きょうも明らかになりましたが、防災公園の中には

澤里議員はサッカー場もつくってもらうにいいなと思

っていると思うんですよね。ところが、今日の答弁で

も、そういう試合のできるような芝生ではないようで

ありますので、この際やっぱり防災公園をどのように

していくかっていうのも、さきほども小野寺委員等か

らも出ましたが、吟味あるいはさらにいい方向を探る

努力はやっぱり当局からしてもらったほうがいいかな

と思ってました。 

 私の考えですと、道路を今つくる。それにも経費を

あまりかけないでつくる、そして少々の避難場所をつ
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くるというのは別枠の予算でもいいのかなという気が

しております。 

 せっかく、防災公園も兼ねた運動場もつくれるので

あれば、別な場所に野球場もサッカー場もできるとこ

を変更してでもやったほうが、将来の久慈市のために

いいのではないかという、私は今は考えを持ってると

ころでございますので、議員の皆さんにもひとつ、将

来の久慈市のために何がどうあるべきかをどんどん発

言してもらえればと、このように思っております。 

○委員長（泉川博明君）  委員各位に申し上げますけ

ども、この場は意見発表の場とならないように、でき

るだけ。論点を絞って、例えば、こういうあれがある

よと、それに対して私はこういう意見だというような

進め方を、委員長として進めたいと思いますので、そ

の辺はご配慮して発言をさせていただきたいと思いま

す。 

 そのほか、発言はございませんか。濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  委員長の進め方に非常に感銘してお

ります。ありがとうございます。というのも、やはり

委員間討議というようなことでありますから、今は意

見が出てるのは、この防災公園に対して見直すべきだ

というふうな意見が多い、そういう中で、いや、６月

議会補正で賛成した議員のほうからは、いや必要だよ

といった議論がやっぱり私は出るのを期待しながら話

をするんですけれども、もともとこの防災公園は、こ

の大災害、大震災があって、将来、大災害が起きたと

きに、久慈市が役割を担う、広域の役割を担う、そう

いった意味での防災拠点施設整備ということから、実

は始まったんでありますが、残念ながら岩手県の後方

支援基地の基地を決める際には、現存のある施設を使

う、葛巻でもそうなんですが、現施設を使うというこ

とから、実はもともと久慈市が県の計画に乗せてもら

おうと思っていたのが狂っちゃった。第一前提だった

防災拠点の後方支援基地の前提が狂ったというところ

に、実はこの問題があるんです。それを設計して進め

ようとしているから、無理が今来ている。しかし、18

億円という復興枠がある以上、これは何とか使って整

備できればということで苦渋の選択を市長はしてると

いう状況だと私は思う。 

 私はそれはそれとしても、やっぱりもともとボタン

のかけ違えたこの適地選定の方針、一番の適地選定の

方針が防災拠点施設の整備候補地なわけだから、それ

が２次的、３次的には市民の憩いの広場としても使え

るよということであるんだけれども、その第一前提が

狂った。このことはやっぱり当局にもきちっと元に戻

す勇気が私は必要だろうと思ってます。そして、早く

広い視野に立って、この防災公園構想、しかも県とは

関係ないわけですので、そういった意味での原点に返

って防災機能を兼ね備えた野球場というふうなことで、

方向性を変えていただければという思いを非常に今強

く持ちながら、議論を聞いてたという状況であります

ので。しかも私は、ことしの３月議会の予算委員会で

もアジア航測の参考人招致とかいろんな話をした、議

員間討議もしなさいとした。でも、当時は動議という

ことで処理されて、全て私の意見が通らなかったんだ

けれども、そういった意味では、きょうの委員長は、

要するに議会基本条例の中でも委員間討議をすること

になってるわけですから、そういうようなことをやれ

たというふうなことは、高く評価をします。 

 そこで、私が求めるのは、改めて、アジア航測が野

球場をつくったときは南田だったんだと。防災機能の

候補地は今度は大崎・旭町だというふうな二つの結果

を出してるアジア航測を、やはり参考人招致を私はす

べきだろうというようなことを常々思っているので、

その点も配慮していただければ、議論がなお一層進む

んじゃないかなと思っております。 

○委員長（泉川博明君）  そのほか、ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  ないようですので、以上で、

委員間討議を終結いたします。 

 当局に入場を許しますので、暫時休憩をいたします。

再開は４時半ということで、よろしくお願いいたしま

す。 

    午後４時21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４時30分   再開   

○委員長（泉川博明君）  休憩前に引き続き、８款土

木費の質疑を再開いたします。 

 初に、アジア航測と打ち合わせの回数を何回やっ

たかという答弁の保留がございましたので、田畑都市

計画課長よりご答弁を求めます。田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  小野寺委員からの打

ち合わせ回数、それから窓口ということでございまし

た。窓口は都市計画課になります。打ち合わせ回数は
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およそ10回程度ということになります。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  資料ナンバー１、この間の資料も、

「専門的知識を有するコンサルタントと協議を重ねて

まいりました」と書いてありますが、10回っていう話

でございましたが、これはアジア航測から担当が来て

もらったのか、あるいはアジア航測まで盛岡営業所ま

で行ったのか、どこで会ってるんですか、これは。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  この打ち合わせは、

アジア航測から市のほうに来て、市のほうで打ち合わ

せをしております。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この10回の協議って言いますか、通

じてですね、まさに久慈市が大崎地区に決定した中で、

この調査報告書にその結果が出てるわけですけど、例

えば旭町地区の地質、これは大崎が入ってないけど、

Ｂっていう、本来だったらＣだと思うんだけど、こう

いった形でＣの評価の割合が13％っていうふうに非常

に少ないっていうか、なってるんですね。こういった

評価なりがその協議等によってまさにあなた方はここ

で決めたっていうふうな決めた状況の中で、このコン

サルタントと会ってるわけですから、コンサルタント

はその意図にしたがって調査結果を出したっていうこ

とにはなりませんか。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  そのＡＢＣ等のラン

クといいますか、評価でございますが、そういう類い

のものに対してのものに対しては、指示ということは

ありません。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  いずれ技術担当とすれば、都市計画

課が対応してきたっていうことで答弁あったところで

すけど、まさにその宮仕えとはいえ、ときの首長が、

あるいは副市長も含めて、そういう幹部がそういう方

向を出したという中で、そうせざるを得なかったって

いうふうな部分は理解できないわけじゃありません。

しかも、あなたはさきほど「山が動く」っていう表現

をしましたけれども、まさにこの地域全体が、大崎地

区全体が、地すべりの地形に指定されて、そういった

ことがあったからこそ、あなたは「山が動く」ってい

うことを危惧して95億というお金をはじかれたという

ふうに思うんです。そういった意味で本当にここまで

来た中でも、まさに技術者としてやっぱり真摯に原点

に立ち戻って、山は動かしちゃいかんっていう原点に

立って、私はやっぱり新しい市長に技術者として進言

をして、見直しを図りましょうというようなことを言

えないのかどうかっていうことですよ。 

 いずれ、まさに久慈市の未来がこの事業によって、

本当に大変なことになるっていうふうに私は危惧する

ことから、ぜひ技術者の本分を生かしていただきなが

ら、久慈市政の発展のためにこの場所の転換を私は図

るべきだと思うんですが、技術者としてあなたの信念

はないのか、お聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  95億の話もいたしま

した。いずれ、今回、25年度の部分で、ボーリング箇

所３カ所ということでございますが、一番今時点では

対策等を講じれば安定したものが整備ができるという

結論に達したわけでございますし、また、５月26日で

すか、全員協議会でも市長からお話しました。それか

ら、一般質問に対してもお話しております。いずれ見

直しはするという方向ではお話しておりますし、いず

れここの久慈湊・大崎地区の部分の避難する場所、そ

してそれに通じる道路、そして旭町までつなげる道路、

これは必要ということでぜひ整備をさせていただきた

いと考えております。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 ９款消防費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ９款１項消防費でありま

すが、１目消防総務費は、久慈広域連合消防負担金

2,456万7,000円の増額、２目非常備消防費は消防屯所

経費104万8,000円の増額、４目水防費は水防活動経費

747万4,000円の増額、５目災害対策費はコミュニティ

助成事業補助金200万円の増額、この項は合わせて

3,508万9,000円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 10款教育費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  10款教育費１項教育総務

費でありますが、２目事務局費は教育委員会事務局経
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費30万5,000円の増、ほか１件の増、会わせて614万

5,000円の増額、５目教育研究指導費は教育研究所運

営費９万5,000円の増、ほか２件の増、合わせて53万

7,000円の増額。 

 28ページをお開き願います。この項は合わせて668

万2,000円の増額を計上。２項小学校費でありますが、

１目学校管理費は、国の補正予算に係る平成26年度事

業前倒し実施によります平成25年度予算措置分として

学校維持補修経費１億1,004万5,000円の減額、３目学

校建設費は国の補正予算に係る平成26年度事業前倒し

実施による平成25年度予算措置分など、久慈小学校改

築事業費8,497万9,000円の減、ほか１件の減、合わせ

て３億323万円の減、この項は合わせて４億1,327万

5,000円の減額を計上。３項中学校費でありますが、

１目学校管理費は、英語教師招聘事業費３万8,000円

の増、ほか２件の増、１件の減、合わせて2,285万

8,000円の減額を計上。４項社会教育費でありますが、

１目社会教育総務費は社会教育指導員経費４万6,000

円の増ほか３件の増、合わせて746万3,000円の増額、

２目公民館費は公民館運営管理費77万8,000円の増額、

３目図書館費は図書館運営管理費13万3,000円の増額、

４目文化会館費は文化会館運営管理費251万8,000円の

増、ほか１件の財源構成。 

 30ページをお開き願います。５目三船十段記念館費

は嘱託職員報酬５万7,000円の増、ほか２件の増、合

わせて150万8,000円の増額。この項は合わせて1,240

万円の増額を計上。５項保健体育費でありますが、１

目保健体育総務費は国体開催推進事業費15万1,000円

の減額、３目学校給食費は学校給食センター運営管理

費362万4,000円の増額、この項は合わせて347万3,000

円の増額を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。髙屋敷委

員。 

○髙屋敷英則委員  それでは、29ページの社会教育費

の中の久慈城跡整備事業費35万ありますけれども、こ

れはさきの一般質問のときにご答弁をいただきまして、

今年度については立木伐採補償に係る鑑定と、それを

行うということでございますけれども、実はこれ、昨

年度25年度にも用地中心部分の不動産鑑定というのを

実施しているわけですが、その不動産鑑定の結果につ

いてはどのような結果が出ているのか、お知らせを願

いたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  ただいまの

久慈城のご質問にお答えいたします。 

 昨年度、久慈城の中心部分の用地を所有されてます

方の土地につきまして不動産鑑定を実施しております

けれども、その鑑定結果につきましては、額の公表は

差し控えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  それでは、この久慈城跡の活用っ

ていうのは、いろいろな形で多くの議員さんからも提

案があったり発言があったりしているわけでございま

す。今回、久慈城の用地取得に向けた動きっていうも

のを教育委員会が明言をしているわけでございます。

大きな前進だというふうに思っておりますけれども、

私は旧山形出身でございますので、ここ合併８年ちょ

っとしか内容を知らないわけでございますが、漏れ聞

くところによりますと、その合併以前にもやはりこの

久慈城跡を取得しようとして、交渉を行ったというよ

うなことがあったというふうに聞いておりますけれど

も、それは大体いつごろのことなのか。今から例えば

10年とか15年ぐらい前の話だとか。その辺のいつごろ

のことなのかをお知らせいただきたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  久慈城の用

地交渉の経緯でございますけれども、これは平成３年

度に実は久慈市教育委員会で久慈城跡の一部につきま

して発掘調査を実施いたしました。その結果、一番高

い中心部分、私ども主郭と呼んでいる一番高い平場の

部分で、柱の穴の後が多数発見されたことから、建物

があったということが確認されております。それを受

けまして、史跡として整備を進めるために平成３年度

に地権者と用地交渉をした経緯がございます。それが

始まりでございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  平成３年っていうことになります

と、26年ですから13年前のことなんですか、23年前、

大分前のことですね。 

 いろいろと教育委員会また今回取得に向けてという

ことなんですが、当時そういうことがあった。いろい
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ろ噂を聞きますと、非常に高くてとてもじゃないけれ

ども取得するっていうような金額ではなかったと、

内々の交渉はそういう中身だったというような話も聞

こえてきてるわけでございますけれども、今回、取得

に向けてそういう鑑定をしてるっていうことなんです。 

 ところが、前の市長にもこれは聞いたことがあるん

ですが、久慈城跡の整備についてっていうことをお話

をしますと、久慈の歴史資産というんですか、歴史遺

産というんですか、それは久慈城だけではありません

よというような答弁が返ってきました。 

 くしくもこの間の市長答弁、遠藤市長答弁の中にも

同じような表現、言い回しがあったんですけれども、

これは随分、もし教育委員会がこの取得に向けて一生

懸命頑張るんだっていう、その思いがあるだろうとい

うふうに思うんですが、その一方で、久慈の歴史って

いうことに関して言えば、いろいろもっと違うものも

あるんだよというような、市長部局のほうとの、教育

委員会との姿勢、熱意、そういうものにかなりの温度

差を感じるわけでございます。 

 私たちは教育委員会に質問をする場合には、久慈城

跡っていうことでございますので、文化財、こういう

観点から捉えるっていうことで、教育委員会に対して

質問をして教育委員会から答弁を受けてきたわけです。 

 ところが、 近はこの久慈城跡の活用っていうのは、

必ずしも文化財という、そういう意味の価値、そうい

う意味の捉え方ではなくて、一つの観光であったりま

ちづくりであったり、そういう観点からこの久慈城の

やはり活用というものを考えていくべきだと、こうい

うようないろいろな議員さんからの発言も多く出るよ

うになってるわけでございますよね。 

 私、この間の一般質問でもお聞きいたしましたけれ

ども、私は久慈城のフォーラムを開催すべきだと。こ

れに対して教育長の答弁が、実は用地取得のめどが立

ってからだというようなお話でございました。いつに

なったらそういうめどが立つかわかりませんけれども、

私は実はその考え方は正反対ではないかなと思って、

この間の答弁を聞いておりました。 

 歴史、まちづくりとかあるいは観光とか、そういう

側面からやはり久慈城の活用っていうものを考えてい

きますと、どうしても歴史遺産でもあり、歴史の文化

財でもあるわけでございまして、そういう意味から言

えば、非常に久慈城そのものを取得をする、あるいは

そこにまた何か当時のものを復元をするっていうよう

なことだけではなくて、そういうようなことをまた離

れて、一つの久慈城の歴史、いろいろなエピソードも

ありますし、また久慈城にまつわるいろいろな系図と

か、そういうものの矛盾であるとか、あるいはこの間

くしくも市長は津軽為信が実は久慈出身だったと、久

慈で生まれたんだというような、そういうようなお話

もありましたけれども、実は津軽為信の母は阿久利っ

ていうわけなんですが、久慈の外ヶ浜、今はこの外ヶ

浜という地名はないようでございますけれども、多分

想像するに、今のもぐらんぴあの手前の当たりの川と

海が交差、一緒になっている当たりなのかなというふ

うに推察いたしますけれども、彼女のエピソードって

いうのは大変なエピソードがあるんですよね。それが

今の津軽藩っていうものを支えている根本になってい

るというエピソードがありまして、戦国の時代の、男

で言えばどんなに出世したかわからないという、女の

ヒーロー、ヒロイン、そういうようなエピソードもあ

ります。 

 そういうものも久慈城に関係するそういう、いろい

ろなエピソードであるとか疑問であるとか矛盾である

とか、そういうものをいろいろ研究している人は多い

んですね。実は、私も７月４日ごろ発売になります、

仙台の雑誌があるんですが、そこに九戸の乱にまつわ

るいろいろな連載を、久慈城をもちろん含めた連載を

来年の10月まで、もう原稿を上げてありまして、連載

をさせていただくんですが、そういうふうにこつこつ

と久慈城に関する資料をつくったり、あるいは研究を

したり、そういう方々がたくさんいると思うんです。 

 ですから、まずはそういう方々を一同に集めて、さ

っきの市長部局と教育委員会の温度差っていうのは、

実はこれはもっと冷静に考えると、久慈市民の間の中

で、久慈城に関する何とかしたい、活用したいってい

う、そういう盛り上がりの機運がまだやっぱり高まっ

ていないんだと、そういう時期には来てないんだ、と

ころまでは行ってないんだと。いうようなことで、私

はむしろそういうフォーラムを開いていろいろな情報

を集めて、研究をして勉強をして、そして初めて、砂

川さんもこの間言ってましたね、大学教授さんを呼ん

で講演会を開いたりパンフレットをつくったりってい

うような、そういう段階に進んでいくんだろうという

ふうに思ってるんです。 
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 やっぱり歴史っていうのは、物語性がしっかりない

と、なかなかおもしろいものではないわけでございま

して、単に城があったとか、そういう問題だけではな

くて、何とかこれをまちづくりの中に生かしていきた

いと、やっぱりそういうふうにすべきだ。 

 ところがやはり一つの文化財であるという制約の中

で、なかなかその活用が難しいという面もあるわけで

ございまして、その辺のところについて、私は市長部

局の中でもこれに関するもっとも今、私がお話をして

いる問題について、 適任の答弁をされる方が、実は

澤里部長ではないのかなと、そういう観点からひとつ、

観光であるとか、そういう観点からまちづくりにどう

やって生かしていくのか、そういうフォーラムとかな

んとか教育委員会が主催をするっていうことじゃなく

ても、澤里部長の所管の一つの取り組みとして、何か

のイベントと一緒にして、そういうイベントも開いて

みたらどうかなというふうに思うんですが、澤里部長、

いませんね。市長、お願いします。 

○委員長（泉川博明君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの久慈城跡地の整備

についてでございますが、先般の一般質問でも答弁さ

せていただきました。私は消極的に答弁したつもりは

全くなかったんですが、そういうふうに受け止めてい

ただいた、受け止められたというのは非常にじくじた

るものがございます。 

 久慈の歴史は大事にしていかなければいけないと思

っております。教育委員会、教育長さんとも、どうこ

れからスピードアップを図ろうということで内部的に

打ち合わせをしておりますので、決して後回しでいい

という認識は持っておりません。 

 用地の取得につきましては、所有者があっての話で

すので、これについてもどういうやり方で接触してい

ったらいいかなということを、先日もそういう打ち合

わせをいたしました。もうどんどん進めましょうと。 

 ただいまご指摘ありましたように、歴史遺産の話だ

けではなくて、久慈のまちづくり、地域振興、大川目

だけではなくて旧久慈市、特に旧久慈のまちの成り立

ちはあそこから始まってますので、そういう意味で大

きなテーマだと思っております。今後におきましても、

教育委員会の所管事項ということではなくて、ご指摘

のような観点からも、市長部局といたしましても、教

育委員会とどういうふうな形で事業展開したらいいか

と、この取り組みはしっかりと前向きにやってまいり

ます。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  教育長にお尋ねをするわけですが、

平成23年２月15日に議会に協議案第４号という形で新

野球場建設の推進について協議しますという、全協の

資料があるんです。その資料には、６カ所の候補地、

そして６カ所の候補地の土地条件をはじめとする諸条

件が載った資料が議会に提出されております。23年２

月15日でした。これを見たことがあるかどうかについ

てまずお尋ねいたします。 

 委員長、これは国体に絡んでの野球場です、すいま

せん。 

○委員長（泉川博明君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  お答えいたします。 

 見たことはございます。ただ、細かいことは覚えて

おりませんけれども、見たことはあります。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  見たことがある程度なようでござい

ますけれども、実は、防災公園にもリンクするんです

が、平成23年津波が来る前でしたけれども、野球場６

カ所候補地のうち、南田地区を第一優先というふうな

形で示されているのが当時の全協でした。私は、議会

でも議論してるんですが、平成30年に野球場が久慈か

らなくなるという懸念を私は持ってるんです。 

 そういった意味で言うと、これまでの議論の中で防

災公園構想の中に実は野球場建設も視野に入れてる、

当時の市長が、入れてるという意味合いもあって、教

育委員会はこの新野球場建設については非常にトーン

が下がった経過がある。私は、平成30年度に野球場が

なくならないためにもこの防災公園の議論と兼ね合わ

せて、教育委員会としてやはりきちっとこの当時の資

料を精査しながら、平成30年度に野球場がなくならな

いような積極的な施策展開、当局にしていただきたい

わけですけれども、その考え方についてお聞かせ願い

たい。 

○委員長（泉川博明君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  一般質問でもお答えいたし

ましたけれども、新野球場についての必要性は教育委

員会として認識しております。そういう意味で、前に

もお答えしましたとおり、多額の費用もかかることで

すから、市長部局としっかり協議しながら早期に検討
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を進めていきたいということでございます。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  そこで、教育長、私は教育長の長所

をぜひ生かしてもらいたいと思ってるのは、県立高校

の校長経験者であります。そういった意味では、県の

教育委員会とも人脈が私、あるような気がしてならな

い、大きな人脈ですね。その人脈を通じながら私はこ

ういった野球場建設についての知恵を県の教育委員会

との人脈交流の中で知恵を発掘すると、野球場建設に

向けて。そういった議論も情報も必要じゃないかと、

情報交換ですね。久慈に野球場が必要だと、何か県と

してないのかというふうなことも含めて、私は県の教

育委員会、人脈をフルに生かしながらこの野球場建設

に前向きな状況をつくっていただきたいわけですが、

それについていかがですか。 

○委員長（泉川博明君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  野球場建設のための人脈と

言われますと、ちょっとそういう人脈があるかどうか

ということは、私自身まだちょっと考えてみないとわ

からないんですけれども、ストレートに県の教育委員

会の誰々に言えば、そういうこともわかるというよう

なのはちょっと今のところはあまり浮かびませんが、

もちろん知ってる人もおりますので、そういうことに

ついては可能な限り聞くことはできるかなと思います

けれども、その程度かなというとこでございます、現

段階では。 

○委員長（泉川博明君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  いずれ、こういった思いが我々は持

ってますので、ぜひ重く受け止めなくてもいいですけ

れども、しかし、知恵という意味でやっぱりいろんな

人脈を大いに活用していただきたい。そしてこの野球

場建設に向けても何かあるのかなというふうなことを

アンテナを高く掲げて頑張っていただきたいと思うわ

けですが、 後に国体に向けての今の野球場、今の仮

設球場の役割は今現時点ではどのようになっているの

か、わかればお知らせください。 

○委員長（泉川博明君）  お諮りしますけども、本日

の委員会は審査終了まで会議時間を延長したいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  ご異議なしと認めます。 

 それでは、一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  国体に向けてでござ

いますけれども、現在の野球場につきましては、29年

国体後は取り壊しということで、もう既に国から示さ

れております。 

 ここの野球場を現在、メイン会場として開催するこ

とで、これまで進めてきておりましたが、この考えに

つきましては、見直す方向で、現在、県それから県野

球協会、市の野球協会、そして関係町村等々と協議中

でございます。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ２点お聞かせください。学校建設

にかかわって山根中学校、数年前に改築をして、以前

ただしたことがあるんですが、いずれ地域の方々の利

用に供したいというような流れだったと思うんですが、

これの起債償還ですね、どのようになってるのか。そ

して利用の仕方にどういう差し障りがあるのかないの

かが１点。 

 それから学校給食費についてですが、確かここで見

ると、いわゆる消費税の増税に伴って学校給食費は値

上げが出てないということで、その点では大変評価を

しているわけです。次の特別会計では増税が提案され

ておって、大変遺憾に思っているところですが、その

学校給食費について物品購入等についてはかぶさって

くると思うんですが、給食費を値上げしないで、給食

の質も落とさないで頑張るという工夫や知恵をどのよ

うに発揮をされてこういう展開になってるのか、評価

をしつつ、その内容についてお知らせください。 

○委員長（泉川博明君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  ただいまの山根中学

校の改築といいますか、閉校に関してのご質問、起債

の関係でいただきましたけれども、一部校舎につきま

しては起債が充当されておって期間もまだ２年ほどし

か使ってなかったというふうな状況でございますので、

それにつきましては今後の用途をまだ利用用途が確定

してございません。それが前の枝成沢小学校のような

形での措置等があれば、恐らく起債償還等もある程度

免除いただけるというふうなことも考えられますので、

今から使途を、今検討させていくという段階でござい

ますので、まだ確定はしてございません。 

 ただ、今までのケースのようにやっていくことはで

きるだろうというふうには思ってございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  菅原学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（菅原淳一君）  学校給食に

かかわってご質問いただきました。 

 給食費につきましては、市の方向といたしましては

委員さんご承知のとおり、特別会計、企業会計等につ

いては今年度から消費税を転嫁するという方針でござ

いまして、一般会計については転嫁しないという方針

でございましたので、この差額分につきましては一般

財源から繰り出しのような形で賄うということで、給

食費は据え置きますが、食材の購入費につきましては

上乗せした８％で購入している状況にございます。 

 見直しですが、10％になった時点で検討するという

市の方向ですので、それに合わせて検討していくとい

うことでございますので、ご理解お願いいたします。 

○委員長（泉川博明君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この学校給食費の委託料が360万な

にがし補正増なんですが、これは嘱託の関係の職員の

待遇改善とかかわってるんですが、そういう委託先の

職員の待遇なのかどうか、中身をお聞かせください。 

○委員長（泉川博明君）  菅原学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（菅原淳一君）  委託費の問

題でございますけれども、学校給食の調理はセンター、

オール電化で調理しております。調理するためには蒸

気ですとかお湯をつくらなければ調理できないわけで

すけれども、このうちのお湯をつくる分、エコキュー

トでつくっております。この機械が４機ほどございま

して、業者のほうでは耐用年数５年で交換するのが望

ましいというように言われておりまして、ことしで５

年経過いたします。１度に更新しますと多額の経費が

かかるということでございますので、これを４年間に

分けて更新したいということで、ことしはこの１機分

を予算計上お願いしたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  さきほどの小野寺委員の質問にかか

わりますが、山根中学校の改築にかかわって起債の種

類、あとそれから起債の償還開始が始まったか始まら

ないかという感じだと思うんですが、その起債開始と

年数について。 

○委員長（泉川博明君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  申し訳ございません。

ちょっと手元に資料がございませんので、後でちょっ

と取り寄せて答弁したいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  29ページのスクールバス購入事業費

とそれから埋蔵文化財の関係について、お伺いしたい

んですが、融雪剤による市の保有車両、この痛みが大

変激しいというふうな話を聞いておるんですが、冬場

の使用後の定期的な高圧の熱湯の洗浄機のようなのが

あれば大変そういう保守点検整備等、清掃等すればそ

の腐食等の進み具合を押さえることができるのかなと

いうふうに思うんですが、今、市のほうでそういう設

備があるのかないか、その辺１点お聞きしたいと思い

ますし、それから埋蔵文化財試掘調査事業の関係にか

かわってお尋ねしたいんですが、八・久道路の工事に

かかわって8000年以上前のいろいろな土器等を発掘さ

れて、これが県所有になるというのを市のほうに管理

上お願いをして、いろいろな活用を図るというふうな

お話だったと思うんですが、現在、その話がどれぐら

い進んでいるのか、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（泉川博明君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  まず、私のほうから

スクールバスにかかわってのご質問にお答えしたいと

思います。 

 市の所有車両全部につきましては、ちょっと私のほ

うからお答えできかねますけれども、スクールバスに

かかわりましては、洗浄する施設があるところ、それ

からないところございます。山形地区の場合は外の駐

車場施設でございまして、洗浄機能が今のところない

状態です。やはり融雪剤の影響はなくはないと、ある

と思いますので、何らかの措置ができないものかなと

いうふうなことは内部的には今、検討させていただい

てるところございます。 

 また、山根地区のスクールバスの格納につきまして

は、屋根の中においてますので、やはり痛みは少ない

のかなというふうな感じは持っております。もちろん、

洗浄した後に車庫にしまっている状況にございます。 

 まずスクールバスにかかわっては以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  千葉社会文化課文化財室長。 

○社会文化課文化財室長（千葉啓蔵君）  久慈北道路

に伴いまして、調査を実施されました縄文時代の遺跡

から出土した出土品の譲渡に関するご質問にお答えを

いたします。 
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 遺跡の発掘調査を実施しました岩手県文化振興事業

団埋蔵文化財センターで、昨年度発掘調査いたしまし

たので、現在、その整理作業を進めているところとい

うふうに推察しております。出土した土器等は現在、

復元した後、図面を作成したり、あるいは写真を撮っ

たりして、その発掘調査報告書を刊行することとなっ

ておりますが、現在、その作業を県のほうで進めてい

ることと推察しております。 

 いずれその整理が終了しないうちはその遺物の譲渡

の手続きといいますか、まだ調査中ということになり

ますので、返還っていうか譲渡の久慈市に譲り受けて

いただくことはできませんので、その報告書が刊行後

にその譲渡の事務処理を進めて、久慈市のほうで活用

できるようにしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  菅原学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（菅原淳一君）  さきほどエ

コキュートのところで更新と申し上げましたけれども、

部品等の更新という意味で発言させていただきました

が、正しくはオーバーホールになります。訂正させて

いただきます。 

○委員長（泉川博明君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  27ページの中高生海外派遣事業費補

助金についてお伺いいたします。 

 この海外に子供たちを派遣事業に取り組むに当たっ

ては、どういう手順で行く国を決めているのか、まず

お伺いいたします。 

○委員長（泉川博明君）  小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋敏君）  今の質問にお答えいた

します。 

 案としては、教育委員会のほうでは立てますが、

終的には教育長が答弁したように、海外派遣推進委員

会のところで 終的な行先を決定するというような段

取りになっております。 

○委員長（泉川博明君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  今年度はどちらの国のほうに予定、

考えてますか。 

○委員長（泉川博明君）  小橋学校指導課長。 

○学校指導課長（小橋敏君）  現在のところは、昨年

度と同じようにフランクリンを考えておりますが、前

回の一般質問の中でアジア圏という話も出ております

ので、今一度全体的な部分を考慮して、広い範囲で考

えてみたいと思っております。 

○委員長（泉川博明君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  皆さんもご承知のとおり、慰安婦問

題で河野談話についての政府の調査の報告が出された

わけでございますが、例えばアメリカにおいても相当

な数で、日本は性の奴隷国家だというものを象徴する

ための慰安婦の像が設置されておると。日本人にとっ

ては大変ゆゆしき事態が生じておる。あるいは韓国の

国内でも置いてる。さらには中国では日本をユネスコ

に性の奴隷国家、歴史問題等について申請をするんだ

という動きさえも出てるところから考えれば、決して

地方の議会とて無関心ではいられないんではないかと

思いで質問させてもらうわけでございますが、どこの

国に行くようになるかわかりませんけれども、フラン

クリンに行くとしたならば、フランクリンの市内には

そういう像があるかどうか存じませんけれども、仮に、

日本の子供たちが外国に行ったとき、日本という国は

性の奴隷国家だという認識に関する質問をされた場合

は、どのような感じを受けますか。 

○委員長（泉川博明君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  あまり仮定の内容ですので、

その場合どうするかというふうなことを例えば生徒た

ちが行くときに想定質問集っていうんでしょうか、外

国人にこのように質問されたらどう答えるかというふ

うなことまではしてないのが普通だと思います。 

 ただ、我々が小学校や中学校等で授業等する際に、

日本という国がどうだったのかということはやはり歴

史教育の中では進めていかなきゃならないことだとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  教育長さんが答弁するとおりだと思

うんですけれど、私はこれぐらい日本という国が誤解

をされた形で世界に宣伝がされてきたことは、過去に

あまり例がないと思うんです。それがどういうわけだ

かごらんのような現状にある以上は、やはり義務教育

の中においてもある一定の問題に関しては触れないで

済むわけにはいかない問題でないかなというふうに感

じるんですけれども、そういった意味でこれからの学

校教育の現場においてはどのような認識を持って行か

れるのか、お尋ねをいたします。 
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○委員長（泉川博明君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  今のご質問ですけども、い

わゆる歴史認識の問題等にかかわってきますと、非常

に微妙な難しい問題もございますし、日本国内でいろ

んなその意見等もございます。 

 そういう中で、私どもは学習指導要領にのっとった

形で教科書等もございますので、それにしたがって授

業を進めていくことが肝要だというふうに思っており

ます。 

○委員長（泉川博明君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  そのとおりと言えばそのとおりなん

ですけれども、現状は現状なわけでございますから、

国のほうとしっかりそこは協議しながらやっぱり子供

たちの教育というものに対するあれを取り組んでいた

だきたいという意味で質問させていただいてるわけで

すが、私も短いながら海外に何回かの経験から申し上

げれば、日本で生活しているごくごく身近な、しょう

もないと言えば、失礼なんですが、そういったことが

質問、矢継ぎ早にくるんですよね、実際問題が。想定

外の想定外。そんなのをと思うようなものが出てくる。

そのときにある一定のそういうような対処できる話が

できないとなると、その場ではもう、そういう決めつ

け方をされていくという傾向が私も往々にして何回か

経験があるという意味から、私は子供たちの教育とい

うものに対してもこの河野談話というものが、政府が

正式に答えを、調査のあれを出しているわけですから、

そういったものを中心にやっぱりある程度子供たちの

教育というものもしっかりと取り組んでいただきたい

ということをお願いして終わります。一言お願いしま

す。 

○委員長（泉川博明君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  歴史教育においては、事実

を正確にしっかりと教えることが基本だというふうに

思います。 

 ただ、事実というのはなかなか難しくて、いろんな

その学者によって、あるいはその研究者によって別な

形で、あるいは別な事実が出てくる場合もございます。

それを事実と言っていいかどうかわかりませんけども、

いろんな歴史の見方があるということでございます。 

 そういう中で、やっぱり学校教育に必要なのは、そ

ういういろんな歴史の見方を児童生徒に教えながら、

自分で物事をしっかり考える力を養えることが大事か

なというふうに思ってるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（泉川博明君）  夏井総務学事課長。 

○総務学事課長（夏井正悟君）  さきほど梶谷委員さ

んに答弁保留させていただいておりました起債につい

てお答えいたします。名称につきましては、学校教育

施設等整備事業債となりまして、起債年が15年間とい

うふうなことです。当初の段階では平成25年から平成

39年までの償還というふうな内容でございます。 

○委員長（泉川博明君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  １点だけ。せっかくですから。文化

会館運営管理費の関係ですけども、以前、私が一般質

問でも質問したことあったんですけど、音響だとか照

明だとか、かなり傷んできて、それなりにリニューア

ルすべき時期ではないかって言われてるところで、今

回、楽屋のトイレ改修を先にやられることになった、

その理由と言いますか、いきさつと言いますか、お願

いします。 

○委員長（泉川博明君）  小田社会文化課長。 

○社会文化課長（小田一君）  今回の補正で計上させ

ていただいておりますのが、文化会館アンバーホール

の楽屋、大ホール、小ホールのトイレの、和式それか

ら旧タイプの洋式から、新しいタイプの洋式に変更す

るものでございます。現在の社会情勢あるいは実際に

会館を使用する皆さんからの要望というのがございま

して、まず、この額で２百数十万ということですので、

この額でお願いしたいということです。 

 音響設備等については、やはり今の見積もり段階で

すが、２億から３億円ぐらいの巨額な経費がかかるだ

ろうと言うことですので、適切な事業費の見積もりと

合わせて財政課のほうとも十分協議をしながら計画的

に改修を進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 11款災害復旧費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  11款災害復旧費１項農林

水産施設災害復旧費でありますが、１目漁港施設災害

復旧費は漁港に係る過年発生単独災害復旧事業費

4,457万8,000円の増額を計上、２項地下水族科学館施

設災害復旧費でありますが、１目地下水族科学館災害

復旧費は地下水族科学館に係る過年発生単独災害復旧
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事業費３億347万6,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、第１条歳入歳出予算の補正の質疑を終わり

ます。 

 次に、第２条債務負担行為の補正。説明を求めます。

勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第２条債務負担行為の補

正につきまして、表によりご説明を申し上げます。５

ページをお開き願います。 

 第２表債務負担行為補正でありますが、木質バイオ

マス活用推進事業費補助金について、表のとおり期間

及び限度額を定めようとするものであります。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条地方債の補正。説明を求めます。勝田

総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  第３条地方債の補正につ

きまして、表によりご説明申し上げます。６ページ、

７ページをお開き願います。 

 第３表地方債補正でありますが、河川整備事業を追

加するとともに、道路整備事業ほか２件について表の

とおり限度額を変更し、高機能車庫等整備事業につい

て廃止しようとするものであります。 

 以上です。 

○委員長（泉川博明君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（泉川博明君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。議案第１号「平成26年度

久慈市一般会計補正予算（第２号）」は、原案のとお

り可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○委員長（泉川博明君）  起立全員であります。よっ

て、議案第１号は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 この際、都合により副委員長と交代いたします。 

 暫時休憩いたします。 

    午後５時22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５時23分   再開   

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第２号 平成26年度久慈市魚市場事業特

別会計補正予算（第１号）   

○副委員長（城内仲悦君）  再開いたします。 

 次に、議案第２号「平成26年度久慈市魚市場事業特

別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審査を行うことにしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めます。

米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  それでは、議案第２

号につきまして、事項別明細書によりご説明を申し上

げます。８ページ、９ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、１款使用料及び手数料１項１

目使用料は、市営魚市場使用料として16万8,000円の

増額を計上、５款諸収入１項１目雑入は16万8,000円

の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員  使用料の16万8,000円ということ

での補正ですが、いわゆる消費税の増税の８％への対

応だというふうに思いますが、この際、この議案第２

号から次の３号、４号にも消費税対応の議案のようで

すので、ここでまとめてお聞かせください。 

 総務部長。いわゆる消費税が５％から８％に増税に

なって、歳入で言えば消費税増税交付金でふえる部分

が出てきますよね。同時に、市が事業展開の中で消費

税を負担して歳出がふえるという歳入歳出の関係で、

いわゆるプラスマイナスでどの程度の影響が出てくる

かというのが第１点お聞かせいただきたい。 

 実は、この新聞やテレビでも大分出されております

けども、世界のトヨタ自動車、この５年間、法人税を

全然納めてない、ゼロなんですよ。配当収入が１兆



－56－ 

542億円も入ってる。で消費税の問題で言えば、いわ

ゆる輸出型企業ということで外国に売る場合にはその

外国から消費税取れないでしょうということで、国内

で消費税を集めた分を、いわゆる輸出型企業は還付受

けてるんですよ。トヨタ自動車で言えば税率５％で

1,800億円ですよ。10％になれば2,882億円。 

 こういう税制のあり方とすれば極めて不公平な税制

だということで、私どもはこれについては増税すべき

ではないということで議会の内外で指摘をしてきたと

ころです。 

 それを踏まえて歳入歳出での影響についてお聞かせ

ください。 

○副委員長（城内仲悦君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  消費税５％から８％にな

った場合の特別会計等への影響というご質問でござい

ます。それについてはまだトータルちょっと取り合わ

せてご答弁申し上げますけれども、各特別会計で歳入

で補正をお願いしてる増額分がそれに当たると言うこ

とでございます。それから一般会計についてはまず今

回は８％への改正はしておりません。 

 その法人税の減税とかというようなことも踏まえて

ご質問になられましたけど、これは国のほうからは転

嫁をするようにという指導もございまして、公営企業

会計等については14市の中でも久慈市が残ったような

形になってございましたので、公営企業会計特別会計

については今回ご提案させていただいたということで

ございます。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  10ページ、11ページ

をお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款総務費１項総務管理費１

目一般管理費は、組み替えのため補正額の増減はあり

ません。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切りますが、

答弁ありますか、さきほどの保留したので癩癩。後程

答弁させます。以上で質疑を終わります。 

 それでは採決をいたします。 

 議案第２号「平成26年度久慈市魚市場事業特別会計

補正予算（第１号）」は、原案のとおり可決すべきも

のと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立多数であります。よ

って、議案第２号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第３号 平成26年度久慈市漁業集落排水

事業特別会計補正予算（第１

号）   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第３号「平成

26年度久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審査を行うことにしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めます。

米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  それでは、議案第３

号につきまして、事項別明細書により、ご説明を申し

上げます。８ページ、９ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、２款使用料及び手数料１項使

用料１目漁業集落排水使用料は、現年分の使用料とし

て34万4,000円の増額を計上、６款諸収入１項１目雑

入は34万4,000円の減額を計上いたしました。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  10ページ、11ページ

をお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款１項漁業集落排水管理費

２目施設管理費は、財源更生のため補正額の増減はあ

りません。 

 ２款漁業集落排水事業費１項１目漁業集落排水整備

費は、組み替えのため補正額の増減はありません。 

 以上です。 
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○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 それでは採決をいたします。議案第３号「平成26年

度久慈市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）」は、原案のとおり可決すべきものと決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立多数であります。よ

って、議案第３号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 それでは先ほど保留してありました答弁をお願いし

ます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  今回、ご提案申し上げま

した消費税の増額分ということでございます。トータ

ルで1,038万3,000円で予算を提案いたしております。 

 特別会計３会計分で251万5,000円、水道事業会計で

786万8,000円ということでございます。トータル

1,038万3,000円ということでございます。 

 以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第４号 平成26年度久慈市公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第４号「平成

26年度久慈市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は歳入歳出別に説明を受け、

審査を行うことにしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定いたしました。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めます。

中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、議案第４号につ

いて事項別明細書によりご説明申し上げます。８ペー

ジ、９ページをお開き願います。 

 ２歳入でありますが、２款使用料及び手数料１項使

用料１目下水道使用料は消費税率の引き上げに伴い、

200万3,000円を増額し、６款諸収入２項１目雑入を

200万3,000円の減額を計上いたしました。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  それでは、10ページ、11

ページをお開き願います。 

 ３歳出でありますが、１款１項下水道管理費２目施

設管理費は、歳入に伴う財源更生を計上いたしました。

２款下水道事業費１項下水道整備費１目管梁施設費は、

雨水排水ポンプ場建設用地取得のため、工事請負費か

ら公有財産購入費へ1,200万円の組み替えを計上いた

しました。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。小栁委

員。 

○小栁正人委員  それでは11ページのこの公有財産購

入費、この関係。これは確か川貫の雨水排水ポンプ設

置のためのと思いますが、今後のタイムスケジュール

といいますか、完成までの。それから総額どのぐらい

の規模の工事になるのか、お尋ねいたします。 

○副委員長（城内仲悦君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  川貫ポンプ場の今後の

建設計画ということでございますが、今年度は土木工

事になりますけども、ポンプ室の整備をしたいと考え

ております。来年度以降には建築工事になりますけど

も、電気室等と機械設備、電気設備等の整備を図って

まいりたいと思っております。完成を平成28年を見込

んでおります。総事業費を約５億と考えております。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ありがとうございます。よく計画排

水量って言いますか、要するに毎秒どれぐらいで排水

するとか、毎分どれぐらいで排水する能力があるのか

っていう言い方されるんですけど、もっと市民の方が

わかりやすいようにお聞きしたいと思うんですけど、

例えば今度、川崎町にできましたポンプ場とかそれか

ら西ノ沢にも排水ポンプ場あるわけですけど、どの程

度、５億と言ったらかなりの金額なんですけど、大体

どのぐらいの排水能力があるポンプ場設計計画されて

るんでしょうか。 

○副委員長（城内仲悦君）  藤原下水道課長。 
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○下水道課長（藤原和幸君）  川貫ポンプ場の計画排

水量ですけども、毎分で207トンです。現在、整備が

終わっております川崎町東ポンプ場と同規模になりま

す。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  ここのところについてですが、下水

道の整備というのは生活排水等が河川に流れ込まない

ようにするわけで、生活環境改善するためには非常に

効果的なわけですが、下水道の環境施設ということで、

一生懸命やっても接続しないことには効果が現れない

ということで、過日の委員会で下水道利用について一

般家庭への普及促進、これは企業に対してもそうなわ

けですが、行っているが個別に事業者への普及促進は

進めていないと。戸別のやつはそういうようなお答え

があったわけですが、事業者、特に水を大量に使用す

る事業者とか、汚れた水を排出する事業者には、個別

に訪問をしながら普及促進を図るべきだと思うんです

が、そこの部分の今後の計画予定等について、お伺い

します。 

○副委員長（城内仲悦君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  汚水処理の関係のご質

問でございますが、現在、戸別訪問はやっております

けども、事業者と特定してはやってはございません。

今後、事業者等に対しても取り組んでまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決をいたします。議案第４号「平成26

年度久慈市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）」は、原案のとおり可決すべきものと決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立多数であります。よ

って、議案第４号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 ここで、さきほどの小野寺委員の消費税質問にかか

わって、財政課長から補足の説明がありますので、答

弁をさせます。浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  さきほど小野寺委員さん

から質問がございました歳入、消費税交付金等による

影響額の部分と、歳出での差額というふうなことでの

ご質問がございましたので、この内容についてお答え

をいたします。 

 これは当初予算のベースということになりますので、

ご了承いただきたいと思いますが、消費税交付金につ

きましては、今回、25年度との比較で２億3,158万

7,000円というふうな増額を見込んで計上しておりま

す。２億3,153万7,000円でございます。 

 これに対しまして歳入につきましてはそのほか地方

交付税への原資の繰り入れとかというふうなこともご

ざいますので、影響額はもう少し大きいものというふ

うに考えております。 

 ただいま申し上げました２億3,000万なにがしとい

う数字なんでございますが、これは年間を通じて８％

というふうな試算の部分となっておりますので、実は

課税の時期、それから納税の時期というふうなことで

実質の額とすれば少し下がるものというふうに考えて

おります。 

 これに対しまして、歳出での影響額ということでご

ざいますが、課税対象額を予算に計上してるもののう

ち課税対象額となるものを抜き出しての試算というこ

とになりますけれども、歳出予算での影響額でござい

ますが、9,318万2,000円ほどというふうなことで考え

ております。したがいまして、引き上げによって収支

ということであれば、市の財政上は収入のほうが影響

額が相当に大きいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（城内仲悦君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今、歳入歳出での数字を出してい

ただきました。その限りで見れば、確かに歳入のほう

が上回って、市財政とすればプラスになるという点は

言えると思います。 

 そこで、もう一つの側面のいわゆる市民生活への影

響がどの程度かというのでみると、１万5,000世帯、

３万7,000人の人口への影響ということになると、か

なりのものがあると思うんですが、そういう試算って

いいますか、数字、もしありましたらお聞かせくださ

い。 

○副委員長（城内仲悦君）  浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  市民生活への影響という

部分でございますが、これについては試算していない
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ところでありますが、その後の５％から８％への引き

上げ後の当市ということではなくて、県内あるいは東

北管内さらには政府が発表する経済動向、これらに照

らしてみますと、予想したほどの消費の落ち込み等は

ないというふうに伺っておりますので、もちろん影響

額とすればそれなりのものが生じておるわけなんです

が、消費動向なり経済状況に関しての影響とすれば、

当初想定したほどは表れていないというふうなことで

認識しているところでございます。 

 以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第５号 平成26年度久慈市水道事業会計

補正予算（第１号）   

○副委員長（城内仲悦君）  次に、議案第５号「平成

26年度久慈市水道事業会計補正予算（第１号）」を議

題といたします。 

 お諮りいたします。本案は条ごとに説明を受け、審

査を行うことにしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  ご異議なしと認めます。

よって、そのように決定いたしました。 

 第１条総則、説明を求めます。中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  それでは、議案第５号

「平成26年度久慈市水道事業会計補正予算（第１

号）」についてご説明申し上げます。１ページをお開

き願います。 

 第１条総則でありますが、平成26年度久慈市水道事

業会計補正予算（第１号）について、次の第２条から

第４条のとおり定めようとするものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第２条収益的収入及び支出、説明を求めます。

中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  第２条収益的収入及び

支出につきまして、予算実施計画補正によりご説明申

し上げます。４ページ、５ページをお開き願います。 

 収入でありますが、１款上水道事業収益は１項営業

収益１目給水収益に786万8,000円、３目その他営業収

益に５万1,000円、この項合わせて791万9,000円。２

款簡易水道事業収益は１項営業収益１目給水収益に42

万9,000円、３款営農飲雑用水給水受託事業収益は１

項営業収益１目給水収益に35万6,000円、３目その他

営業収益に1,000円、この項合わせて35万7,000円の増

額をそれぞれ計上いたしました。 

 その内容でありますが、いずれも消費税法等の一部

改正に伴う久慈市水道事業給水条例の一部改正に伴い、

水道料金及び加入金の改定分について増額しようとす

るものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第３条資本的収入及び支出、説明を求めます。

中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  第３条資本的収入及び

支出の補正について、ご説明申し上げます。６ページ、

７ページをお開き願います。 

 収入でありますが、１款資本的収入は１項企業債１

目建設改良費等の財源に充てるための企業債に１億

300万円の増額を計上いたしました。その内容につい

てでありますが、白山浄水場施設整備事業に係る浄水

施設整備事業債を増額しようとするものであります。 

 次に、４項補償金に2,500万円の増額を計上いたし

ました。その内容についてでありますが、市道金刀比

羅神社通り線道路改良に伴う水道施設移設補償金を増

額しようとするものであります。 

 次に、支出でありますが、１款資本的支出は１項建

設改良費１目取水及び浄水施設整備費に１億800万円

の増額を計上いたしました。その内容についてであり

ますが、白山浄水場整備工事のほか、２件の工事とこ

れに伴う設計業務等の委託料について増額しようとす

るものであります。 

 次に、２目配給水施設整備費に１億2,600万円の増

額を計上いたしました。その内容でありますが、市道

金刀比羅神社通り線道路改良に伴う配水管移設工事ほ

か４件の工事と、これに伴う設計委託料等について増

額をしようとするものであります。 

 次に、３目営業設備費に150万円の増額を計上いた

しました。その内容についてでありますが、白山浄水

場内の老朽化したベルトコンベヤーを更新しようとす

るものであります。したがいまして、この項合わせて
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２億3,550万円の増額を計上いたしました。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。梶谷委

員。 

○梶谷武由委員  今、工事等の内容もあったんですが、

以前に水道施設の耐震化が必要ではないかという一般

質問等でも取り上げたことがあるんですが、新しくす

る、あるいは移設をするとかそういう場合は、全て耐

震化、耐震管等の使用というふうには思うんですが、

その辺についてはいかがでしょうか。 

○副委員長（城内仲悦君）  外舘水道事業所次長。 

○水道事業所次長（外舘要一君）  今年度補正とか当

初で整備の予算を計上しておりますけれども、今後、

整備する配水管等については、全て耐震管で整備した

いと考えております。耐震管で整備しております。 

 以上です。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、第４条企業債、説明を求めます。中森水道事

業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  前に戻りまして、２

ページをお開き願います。 

 第４条企業債の補正でありますが、白山浄水施設整

備事業に係る浄水施設整備事業債を追加しようとする

ものであります。 

 以上であります。 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（城内仲悦君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 それでは採決いたします。議案第５号「平成26年度

久慈市水道事業会計補正予算（第１号）」は、原案の

とおり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副委員長（城内仲悦君）  起立多数であります。よ

って、議案第５号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○副委員長（城内仲悦君）  以上で、予算特別委員会

に付託されました議案の審査は全部終了いたしました。

委員各位のご協力に対し、感謝を申し上げます。 

 これで、予算特別委員会を閉会といたします。 

    午後５時52分   閉会   
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