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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前10時00分 開会・開議 

○議長（菊地文一君） おはようございます。 

 ただいまから第４回久慈市議会臨時会を開会いたし

ます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

諸般の報告 

○議長（菊地文一君） 諸般の報告をいたします。市

長から議案の提出があります。お手元に配付してあり

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 会期の決定 

○議長（菊地文一君） これより本日の議事日程に入

ります。 

 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 会期日程案に関し委員長の報告を求めます。濱欠議

会運営委員長。 

〔議会運営委員長濱欠明宏君登壇〕 

○議会運営委員長（濱欠明宏君） 第４回久慈市議会

臨時会の運営につきまして、去る７月18日に議会運営

委員会を開催し、協議をいたしましたので、その結果
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をご報告いたします。 

 今臨時会で審議いたします案件は、市長提出議案１

件であります。 

 このことから、会期は本日１日とすべきものと決し

ました。各位のご協力をお願い申し上げ、報告といた

します。 

○議長（菊地文一君） お諮りいたします。本臨時会

の会期は、ただいまの委員長報告のとおり本日１日と

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地文一君） ご異議なしと認めます。よっ

て、会期は１日と決定しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（菊地文一君） 日程第２、会議録署名議員の

指名を行います。会議録署名議員に中沢卓男君、砂川

利男君、二橋修君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 議案第１号 

○議長（菊地文一君） 日程第３、議案第１号を議題

といたします。 

 提出者の説明を求めます。工藤助役。 

〔助役工藤孝男君登壇〕 

○助役（工藤孝男君） 提案いたしました議案第１号

「財産の取得に関し議決を求めることについて」ご説

明申し上げます。 

 本案は、市がＴＭＯである久慈商工会議所、株式会

社街の駅・久慈と一体となって推進している「物産館

等街なか再生施設整備用地」及び「憩いの空間整備等

を行う関連用地」に供するため、中町一丁目67番地ほ

か３筆、２万1,523.16平方メートルを５億9,780万円

で買い入れしようとするものであります。 

 なお、中野定一氏、中野外博氏、中野トモ子氏の３

名から、本事業の推進に向けて中町二丁目５番１の一

部229.7平方メートルを市に寄附いただいたところで

あります。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

 よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（菊地文一君） 提出議案に対する総括質疑に

入ります。 

 質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

議案は委員会の付託を省略し、直ちに審議したいと思

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〕 

○議長（菊地文一君） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定しました。 

 直ちに議案の審議に入ります。 

 議案第１号「財産の取得に関し議決を求めることに

ついて」を議題といたします。 

 質疑を許します。23番八重櫻友夫君。 

○23番（八重櫻友夫君） １点だけお伺いしたいと思

います。 

 私は、この計画は久慈市の顔となるものとしては大

変必要な施設でもあり、また、市街地の商店街を考え

た場合、どうしても必要な施設であるというのは以前

からも述べてまいりました。ただし、その一方、果た

してこの場所でいいのかという問題があるのではない

のかなという思いで、質問をさせていただきます。 

 まず、中心道路からはこの施設は離れていると。そ

れから、市日の関係で、お客さんの車の出入りの関係

が果たしてどうなのかという問題点、そして、果たし

て計画通りの入館者が、入場者というかお客さんが果

たして来てくれるのかという問題を考えた場合、この

場所で本当にいいのか、またこのくらいの金額を投資

して、この施設を建てていいのかという不安、そして

また、新聞報道等にもありますが、こういう箱型施設

を今の時期に計画していいのかという思いがあります。 

 そこでお伺いいたしますが、この計画について、市

当局の、提案した側としまして、不安がないのかどう

かお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 今回整備しようとし

ております立地場所の諸条件等からして、この計画に

ついてどうなのかというご質問でございますが、私ど

もといたしましては、全国的な傾向にあるわけでござ

いますが、中心市街地の衰退というものがあるわけで

ございまして、これについては平成11年度、まちづく

り三法が制定されたのが平成10年度なわけですが、翌

年度の11年度に中心市街地の活性化基本計画というも
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のを民間、商工会議所とか、それから商業者、商店街

の方々と一緒になって、行政も参画をして計画をつく

ってきたわけでございます。そういった中で、場所の

妥当性という問題につきましては、以前の議会でも申

し上げているわけでございますが、候補地としては５

カ所ほどが検討され、それぞれ上位ランクにあったと

ころから、順番に候補地について検討をして、立地の

交渉等を進めてきたところでございます。 

 現在地の場所についての議論というものがいろいろ

あったわけでございますが、終局におきましては現在

地を選び、さらにその計画をいろいろな工夫をしなが

ら誘導していくような形のもので整備をしていきたい

というふうなものでございます。いずれにいたしまし

ても、私どもといたしましては、この施設が核施設と

して商店街全体に波及していくこと、それから、それ

を波及させていくような商店街の方々の努力というも

のが必要であるというふうに思っているところでござ

います。 

 さらにもう１点、大変重要なことだと思うわけでご

ざいますが、市民、地域の人たちがこの商店街の状況

を認識をいただいて、買い回りをしていただく、利用

していただくというふうなことが極めて重要だという

ふうに思っているところでございまして、今般の計画

を、まちづくり三法の改正に伴いまして、新たにまた

計画づくりをしなければならないわけですが、そうい

った視点を大事にしながら計画づくりをしてまいりた

い、事業を取り進めてまいりたいと、このように考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 12番播磨忠一君。 

○12番（播磨忠一君） それでは、２点にかかわって

ご質問いたしますが、まず、経過でございますけれど

も、私が今さら申し上げるまでもなく、いろいろ協議、

模索をした結果、現在の場所に決まったという経過が

あるわけでございますから、当然安易に決めたわけで

も何でもないわけでございますが、私は思うんですけ

れども、今回、これがもし失敗すると、久慈の中心市

街地活性化がほとんど不可能になるのではないかとい

うような非常に強い心配を持っているわけでございま

すが、そういう意味合いにおきましても、６月議会後、

直ちに速やかに推進本部を設置したということは、積

極的に取り組む姿勢ではないかなと私は思っているわ

けでございますが、そこでお伺いいたしますが、去る

６月27日、推進本部が設置されたわけでございますが、

本部長には商工会議所の推進委員会の佐々木明委員長

さんが本部長、そして副本部長には工藤助役さんがつ

いたということでございますが、そして、その本部の

設置内容でございますけれども、市の職員が４名、商

工会議所職員が１名、街の駅の職員が２名、計７名と

いう体制で進めるということでございますが、そして

６月27日に設置されたわけでございますが、今後の全

体的なスケジュールにつきましては、５の方で表示さ

れておりますので、理解を示しますけれども、これに

向けて、本部設置後どのような作業といいますか、動

きをしてきたのかということが１点目でございます。 

 それから２点目は、さっき助役の方からも報告され

ましたけれども、中野定一さんほか２名、合計３名で

すか、220平方メートルを寄贈されたということでご

ざいますが、非常に私はありがたいなと思っているわ

けでございますが、それで、この場所はどこの部分に

当たるのかについての２点でございます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは、２点の質

問にお答えを申し上げたいと思います。 

 推進本部の現在の動き、作業の状況等はどういうふ

うになっているかというふうなことでございます。 

 この仕事は民間が整備する物産館、いわゆる通称

「土の館」と行政が整備しようとする「風の館」が一

体的に相乗的な効果を発揮して、来街者をふやそうと

するという、そういうような施設の計画になっている

わけでございます。そこで、民間の部分につきまして

は、事業主体となるのは、株式会社街の駅・久慈でご

ざいます。ソフトの部分であるとか、支援全体的なも

のについては、ＴＭＯである久慈商工会議所が推進を

しているというふうなことでございます。それに行政

が参画をしているというふうなことで、この三者が協

働で同一の目標に向かって、成功に向けて取り組むと

いうふうなことでございますので、心を一にしての取

り組みが必要だというふうなことで、推進本部の設置

をいたしたところでございます。 

 現在、それぞれの担うべき任務の分を確認している

ところでございまして、スケジュールについては、そ

れぞれスケジュール化をして進めているところでござ

います。 
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 一番大きな要素といたしましては、今般、改正にな

りましたまちづくり三法、中心市街地の活性化法に基

づく、新たな中心市街地の活性化基本計画を策定しな

ければならないということでございまして、これを内

閣総理大臣の認定を経て、しかも、まちづくり会社が

実施しようとしている事業について戦略的補助金の申

請をし、認可を得なければならないと、こういう手続

があるわけでございます。しかも、これにつきまして

は、８月に法律が施行されるということでございまし

て、国の方針等まだ明確になっていない部分もある中 

で作業を進めなければならないというふうなことでご

ざいます。 

 そういったことがございますので、いろいろ情報を

収集しながら、それぞれの果たすべき役割、協働で担

うべき、進めるべき事務事業について打ち合わせをし

ているところでございます。 

 さきに１回目の本部会議を開催し、本日の午後、２

回目の本部会議を開催して、それらの事項について詰

めをするというふうな予定になっているところでござ

います。 

 それから、お三方の方から、今回の事業推進に向け

て寄附をいただいているわけでございますが、これに

つきまして、場所はどこかということでございますが、

エリアの中の全体の面積の中でご寄附をいただいたも

のでございます。ただ、私どもといたしましては、開

発行為の中で緑地帯、小公園といいますか、そういう

ものは生み出してまいらなければならないわけでござ

いますので、そういった用途に向けて活用したいとい

うふうなことで、今、内部検討をいたしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 30番小野寺勝也君。 

○30番（小野寺勝也君） 何点かお聞かせをいただき

たいと思います。 

 まず第１点は、事業の進め方の問題であります。久

慈市の分が投資額で18億円、それから民間の分が３億

2,000万円ですか、そういう内容になっていますね。

そこで、これまで何回か論議をしてきたわけですけれ

ども、確かに街なか再生施設の整備をして、利用客、

誘客を呼び込んで、中心商店街の活性化を図るという

こと自体は、これは全くその限りでは異論のないとこ

ろだと思うんです。 

 問題は、久慈市が、先ほども部長の答弁で言いまし

たけれども、事業主体は街の駅だと言うけれども、こ

の投資額で見れば18億円と３億円です。それでは、そ

れをやって誘客がどれくらいになるのかと、そしてこ

の売上額がどのくらい見込めるんだというのを再三問

いただしてきたのに対して、街の駅の試算によればこ

うだ。行政として18億円投入する、その結果、呼び込

みをどのくらい見るんだと。そして売り上げをどれく

らい目標にするんだという行政としての答え、答弁が

今もって返ってきていないんです。果たしてそれでい

いのでしょうか。事業執行上、18億円を投入する。そ

してその効果は行政とすればこう見ているんだと。部

長、そうですよね。今までの答弁は、街の駅の試算で

あればこうであると。そうではなくて、18億円を投入

する行政としての目標、展望、これを持たなかったら、

事業を進めるということは極めてずさんではないです

か。 

 しかも、その利用客、どういうはじき方をしたんだ

と。街の駅でやったんだけれども、聞けば、それはテ

ナントがそれぞれ目標とするものを集計したものだと

いうことでしょう。テナントは、大変失礼な言い方か

もしれないけれども、ペイできなければ撤退して、そ

れで終わりなんですよ。18億円を投入して撤退されて

しまったら、なかなか利用客が来ない、誘客がない、

まさに核施設の空き店舗対策を考えざるを得ない。そ

ういうことだって懸念をされるわけですよ。 

 ですから、私は言うように、再三言うけれども、行

政として、久慈市としての誘客目標、売り上げ目標、

これを出さなかったら、18億円の予算、今回の５億

9,000万円ですか、結構でしょうということにはなか

なかならないのではないかと思うんですが、その点い

かがでしょうか。まずお聞かせください。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 施設を整備したこと

に伴いまして、誘客といいますか、来街者がどの程度

あるのかというご質問につきましては、民間で整備を

します物産館のビジネスプランに基づいた答弁をして

きたのは事実でございます。 

 これについて、行政として積算なり、独自の計算方

法での積算をするのかというふうなことでございます

が、行政側としては、いかにこの施設の利用効率、効

果性を高めるために行政の機能として整備できるもの
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を併設しながらやっていくというふうな基本的な考え

方で、協働でやっているものでございまして、民間で

積算したものをさらにこちら側で独自に積算するとい

う考え方には立っていないものでございます。 

 それから、確かに17億数千万円なわけでございます

が、行政の投資があるというふうなことでございます。

まちの再開発というふうなことでございます。地価相

場の高いところで、しかも、いろいろな施設が建って

いる場所を再開発するということでございますので、

そういった通常の場合と、空き地のところに整備する

場合と、相当の違いが出てくる。土地は提案申し上げ

た部分なわけでございますが、補償費を含めれば７億

円余の経費が用地の取得、補償等がかかるというふう

な部分でございます。 

 それから、確かに今回の整備で多額の経費がという

議論を今、いただいたわけでございますが、実は観光

交流センターの施設整備だけではなくて、地域、この

街なかの生活インフラ、それから町並みの形成という

ふうなものにかなりの額も投じているわけでございま

す。具体的に申し上げますと、道路整備であるとか、

歩道整備、それから、11ある商店会の町並みを統一的

に景観整備をしようとする事業費もございます。それ

から、県立病院跡地につきましては、当面は公園等の

憩いの空間として整備したいというふうなことで、そ

れらの事業費等も入っているということでございます

ので、必ずしもその箱物の施設だけにこのぐらいの投

資をしているものではないということを、ご理解をい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 30番小野寺勝也君。 

○30番（小野寺勝也君） 誘客や売り上げの問題でい

えば、そうすれば民間の街の駅が積算をした誘客ある

いは売り上げ目標、これは、久慈市としても同じとら

え方、同じ認識だということになりますか。誘客の問

題でいえば、先般の６月議会で45万8,000人ですか、

地元20万2,000人、観光客25万6,000人、45万8,000人

という誘客見込みを、行政としてもそのように把握し

てとらえていると、認識しているということになりま

すね。確認です。 

 それから、６月議会では売り上げの目標については

提示されませんでしたが、一昨年の段階では６億

3,000万円の売り上げ目標だと。客単価が1,200円弱で

すか、1,100幾ら。これは取り扱う品目が違うから、

そういう客単価が上がるのだという答弁でしたね。こ

れも行政として、久慈市として追認をする、同じ認識

だということになるわけですね。その点は、確認をし

ます。違ったら違う、なぜ違うのか答弁してください。 

 そこで、誘客の問題でいいますと、観光客25万

6,000人ですよ、見ているのが。では、久慈市に一体

年間を通じて観光客はどのくらい来ているのか。52万

人から53万人が実績でしょう。そのうちの半分以上を

あの施設に呼び込むと。テナントの方々が、観光客は

これぐらい見ていますよ、地元の利用客はこれぐらい

見ていますよと、それぞれそういうふうに分けてテナ

ントの出店予定者がそういうふうな積算をしているん

ですか。観光客の５割以上もあそこに吸収する根拠、

あるいはテナントがどういうわけでそういう積算をし

たのかをお聞かせいただきたい。 

 それから、これを見ますと、先ほど八重櫻議員も触

れましたけれども、大型バスをあそこに入れるわけで

すよね。市日の場合、車あるいは利用者、あの通りは

結構混雑しますね。ああいう状態の中で、大型バスが

出入りできる状況にあるのかどうか、どういう形でお

やりになろうとしているのか、お聞かせください。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 売り上げ目標、それ

から誘客目標につきましては、私どもはそれぞれのビ

ジネスプランの中で積算をしているというふうにお話

を申し上げたわけでございますが、ただ計画そのもの

の内容的に詰められない部分があるわけでございます。

その時点時点でのテナントの決定になっている部分か

ら推計をして、積算をしているものでございます。 

 現在、そのテナントにはまだ余裕があるものでござ

いまして、土の館につきましては、平成20年４月オー

プンを目指しているというふうなことでございます。 

 その辺がなぜ埋まらないかという部分でございます

が、街の駅の株式会社をつくったわけでございますの

で、その関係で、久慈市内を中心としてテナントの募

集をまず第一次募集として行ったというふうなことで

ございます。これから、余裕のある部分について久慈

広域なり、そういった範囲を広げて募集をしていくと

いうふうなことでございますので、積算の部分につい

ては途中経過であるというふうに認識をいたしている

ところでございます。 
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 原則といたしましては、これにつきましては、先進

の事例なり、それから、これまでの久慈市の動向等、

それぞれを勘案しながら、商業に携わってきた方々、

それからアドバイスをいただいている専門家の方の積

算でございますので、私どもとしては妥当なものだと

いうふうに理解をしているところでございます。 

 それから、２点目の現在の市日開催のルートの中を

通って施設整備の場所に行くわけでございますが、こ

こにつきましては、現在のところ、電線類の地中化で

道路整備をする予定になっているところでございます。

まだ具体に市日組合との詰めはしておらないところで

ございますが、市日の開催場所のあり方等について、

これから検討をしていかなければならないというふう

に考えているところでございまして、例えばでござい

ますが、歴
レ

通路
ト ロ

通りの整備もあり、それから物産館等

の施設のところには、一定のイベントも開催できる駐

車場兼用の広場もあるわけでございますので、そうい

ったところの選択肢はないものかどうか、そういった

ものを含めて協議を進めてまいりたいというふうなこ

とでございますので、支障のないような形での整備、

それから、あり方というものを進めてまいりたいと思

っております。 

○議長（菊地文一君） 答弁漏れですか。卯道産業振

興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 観光客の関係でござ

いますが、これにつきましては、単に物産館のところ

で積算をしてこのぐらいという部分では、もちろんあ

るわけでございますが、観光振興全体として底上げを

図っていかなければならないというふうなこともあろ

うかと思います。そういった意味で、総合的な観光振

興を図り、現在の観光客の増を目指しながら取り組ん

でまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○議長（菊地文一君） 31番城内仲悦君。 

○31番（城内仲悦君） この議案についてちょっとお

伺いします。 

 取得する財産は２万1,523.16平方メートルで５億

9,780万円というふうになっておりますが、相手方は

共有名義もあって５人となっていますけれども、この

それぞれの岩手県、それから中野定一氏、中野外博氏、

中野トモ子氏、金子榮也氏、それぞれの面積とそれぞ

れの単価は違うと思うんですが、このきちんとした内

容をお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 これは当然、例えば久慈病院跡についていうと、ほ

とんど平場になっているわけですよね。この位置図を

見るとのり面も入っているわけですが、現在、駐車場

等に使っている平場とのり面の割合がどうなのか、こ

の辺の病院の跡地については概要をお聞かせいただき

たいし、それから、土地を購入する際には、今、総額

７億円という話が、答弁の中でちらっと出たと思うん

ですけれども、多くは金子さんの分の移転費用が加わ

るとそういうことになるのか、その移転費用の内容に

ついてもお聞かせをいただきたいと思います。 

 ぜひこれは、今回の資料も、議会運営委員会で一致

して資料を請求した形で今回出たんですけれども、や

はり仮契約をしているわけですから、仮契約の写しぐ

らいはきちっと添付して、本会議１回で上げようとし

ているそちらの提案ですけれども、本来であれば委員

会付託も含めてきちんとやって、時間をかけて、ある

いは現地を見た上でやる必要がある議案だと私は思う

んですが、そういった点、やはりきちっと議論ができ

る対応をしていただきたいというふうに思うんです。 

 そういった意味では、最初に申し上げた各契約内容

の詳細を教えていただきたいし、契約書の写しをもし

提示できるのであれば、議長、配慮していただきたい

と思いますが、まずその点いかがでしょうか。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） この契約書の写しの

提出をということでございますけれども、この議案に

つきましては96条の１項８号で提案しているところで

ございますが、これは財産の取得をするということは

議決をしなければならないということになっておりま

して、これについては、面積、金額、対象となる土地、

そしてその所有地、地目、相手方、そういったような

ものが明らかにされればよいということにされており

ます。これは、工事請負契約といった場合には契約書

の写しをお出しするということがありますが、これに

ついては、そういう契約書を出すという工事請負契約

とはちょっと意味合いが違いますので、その点はご理

解いただきたいと思ってございます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは、用地の取

得の内訳等につきましてお答えを申し上げたいと思い

ます。 
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 まず、旧ダイエー跡地のところのお三方の所有の部

分の面積、市が取得した分でございますが、3,710平

方メートルでございます。単価につきましては、１平

方メートル当たり５万5,200円、取得総額が２億480万

円でございます。 

 それから、盛岡いすゞと金子デーゼルのところの所

有者は同一でございますが、道路を挟んでそれぞれ所

在が別になっております。盛岡いすゞさんのところの

面積は732平方メートル、単価につきましては８万300

円、それから、金子デーゼルのところにつきましては

938平方メートル、単価については７万9,600円、合わ

せて１億3,340万円になるものでございます。 

 それから、県立病院のところにつきましては、面積

が１万6,143平方メートル、単価につきましては１万

6,100円弱、取得総額が２億5,960万円となっているも

のでございます。 

 それから、補償費でございますが、これにつきまし

ては、全体２社で１億200万円ほどになっているもの

でございます。その内訳でございますが、建物につき

ましては４棟分7,900万円余、それから自動車修理工

をしておるわけでございますので、機械設備、工作物

がございますが、これらについては900万円余、それ

から営業補償、それから動産の移転補償、その他移転

雑費となっておるものでございまして、１億200万円

というふうなことでございます。 

 それからもう１点、県立病院跡地ののり面部分と傾

斜地の部分ということでございますが、１万6,143平

方メートルについては宅地となっているものでござい

ます。現況としてのお話から申し上げますと、宅地部

分が65％、のり面傾斜の部分が35％の割合になってい

るものでございまして、ただ、ここの部分につきまし

ては、交渉の中で総体の不動産の鑑定の中で、それら

の部分は考慮されて単価が出されていると、こういう

ことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 31番城内仲悦君。 

○31番（城内仲悦君） 資料については、部長が地方

自治法第96条第１項の関係で出さなくてもいいんだと

いう答弁でありますけれども、要求があれば、私は出

してしかるべきだと思います。これはあらかじめ資料

を請求して、そういったそちらの判断で出さなかった

のかもしれませんけれども、改めて要求があったとす

れば、私は、出してはいけない資料ではなくて、出し

てしかるべき資料だというふうに思いますので、再度

要求しておきたいと思います。 

 そこで、こういう形で詳細が示されたんですけれど

も、この街なか再生の問題に移りますが、中心商店街

の衰退が起きている中で、ＴＭＯが平成12年に立ち上

がって、始まってきたということですが、結局、中心

商店街がなぜ衰退したかというのは、結局大型店の自

由化によって、いわば今、久慈市内でいうと長内地区

にどんどん大型店ができていったということが一つで

す。その点の問題をきちんととらまえないとお客様は

街なかに戻ってこないということなんです。私はこう

いった形で土の館、風の館という施設をつくって人を

呼ぼうとしても、結局、魅力ある方にとられてしまう、

そういう競争になってしまう。専門家とかさまざまな

方に意見を聞いたと言いますけれども、その専門家は

どういう専門家か知りませんが、いわば全国のまちを

壊してきたやり方を反省しないまま、今のままでやる

というのは、極めて私は至難のわざだというふうに思

うわけです。 

 加えて、この場所について、私はやはり非常に将来

に禍根を残す場所ではないかというふうに思うんです。

少なくとも街なか再生を考えたときに、駅周辺にも久

慈市は土地を持っていますから、本来ならばそちらに

きちんと駅前再開発を含めた形でやり方を考えていく

必要があるのではないかと私は思うんです。 

 このタイムスケジュールを見ますと、今回土地を買

って、平成19年、先ほどの説明では、土の館は平成20

年４月にオープンというふうな話がありました。答弁

を聞いていても、お客様の動員とか誘致の数はまだ推

計にしかならないと、ビジネスプランだという状況を

超えていないんですよね。その時々の見直しが必要だ

ということになっていますが、そういった意味でいえ

ば、建物を建てて、それが先ほども質問があったよう

に、テナントがどんどん出て、またテナント対策をす

るという、そういう悪循環の状況に将来そうなってい

くのではないかというふうな、私も予想するわけです

けれども、そういった状況になってはいけないと思う

んですが、こういった点で、この株式会社を含めて、

自信を持ってこの事業を進めている状況ではないよう

な気が、私はちまたから聞くんですけれども、そうい

った意味では行政の側も、聞くと、結局ビジネスプラ
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ンの推計の域を出ていない答弁しか出ないわけです。 

 私はいつも言うんですけれども、こういう計画を現

時点で決めて、そういった将来にわたっていったとき

に、結局久慈市の借金として残っていってしまうとい

う状況が生まれるわけです。そういった中で、久慈市

の財政運営とのかかわりの中でこういったことを安易

な推計の形でやっていいのかということを極めて私は

危惧をするんですが、その点、10年先は私もこの議会

にはいないかもしれませんし、ひな壇にいる方もいな

いかもしれません。しかし、結果として、こういった

ことがこの議会で決められていってしまうと、あのと

きにこういうことを決めたということが歴史的にきち

んと残るわけですけれども、そういった点でも、私自

身は当事者として、非常に危惧を感じるし、責任も大

きく感じているわけです。そういった意味で、もっと

もっと慎重に事を運ぶ必要があるのではないかという

ふうに思うんですが、その点、推計の範囲内の答弁し

か出ていませんが、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 資料提出の件でござ

いますけれども、これは、資料は出さなくてもいいん

だということではございませんで、財産の取得議案イ

コール契約書の写しを出すんだということではないと

いうことで、その趣旨と申しますのは、先ほど申し上

げました項目と、それが明らかにされることによって、

それで議案としてはよいのだということになっており

ますので、ご説明をすると、ただいまも産業振興部長

の方からご説明申し上げたわけでありますが、そのご

説明をもってご理解をいただければと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 中心市街地の衰退の

背景的なもののご指摘があったわけでございますが、

国におきましては、議員からご指摘があったような背

景というものを分析、検討して、今回の三法の改正に

至ったものでございます。 

 そういったことでございますので、確かに旧法の場

合では、それぞれの諸制度の場合は、大型店の立地の

規制の緩和というものがあったわけでございますが、

これにつきましては、今回の改正によって規制を強化

すると。一方では、また中心市街地にそういった施設

が立地できるような、そういった誘導策も講じている

というふうなことでございます。 

 それからもう１点、今回の投資の部分についての疑

念のご質問があったわけでございますが、これから10

年、20年先のまちづくりの方向性について、国の方で

は今回の改正の中で示しているわけでございます。前

回の法律におきましても、中心市街地の活性化のため

には、中心市街地の都市基盤の整備、再開発、そうい

ったものとあわせて、商業の振興策を両面から取り組

みながら活性化を図っていくというふうな基本的な考

え方になっておったものでございます。 

 ただ、全体的な事業の推移の進行状況を見てみると、

どうも商店街の活性化の方にのみ重きがなされた事業

の推進があるというのが、今回の三法改正の反省点と

して出されているものでございます。そこで、その都

市整備の関係につきまして、今回かなりの重きを置い

ているというふうなことでございます。 

 これからの人口減、高齢化の社会を見据えた場合に

は、郊外に向けた社会資本のインフラの整備というの

は、財政的に全国的になかなか大変になるであろうと

いうふうな想定のもとで、生活諸条件、それから社会

整備条件の整った中心部に居住をふやすなり、そちら

に公共施設の回帰なども含めて、生活しやすい、そう

いう環境を整えていこうという一つの流れになってい

るわけでございます。 

 そういった部分で、今回、計画の見直しをしなけれ

ばならないわけでございますので、その辺も十分に視

野に入れた計画をつくり、この事業が成功するように

取り組んでまいりたいと考えているところでございま

す。 

 それから、数値目標の関係でございますが、これに

つきましては、いろいろな諸条件を勘案して、推計を

して、目標値として定めていくものでございます。そ

れで、いろいろな諸条件の部分について変動があるの

で、説明の数値がその都度その都度動いているという

ふうなことでございます。これにつきましては、今、

さらに事業の熟度を高めるための組織体制も整え、そ

れから、テナントの最終募集に入るわけでございます

ので、その辺のところはきちっと目標値を定めてまい

りたいと、このように考えているところでございます。 

○議長（菊地文一君） 22番下斗米一男君。 

○22番（下斗米一男君） 議論を聞いていてふと思っ

たんですが、確かなもの、計画書あるいは人数にして
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も求められています。しかし、久慈市の最近の流れか

らして、どなたが検討しても確かなものは出せないと

いいますか、自信を持って100％大丈夫だとは言えな

いと、その中で先ほど部長説明があったように、12年

３月に計画書が出て、以来、多くの方々が汗をかいて、

結果、提案されていると。そこをやはり私は理解した

いなと思っております。私もこの席から、平成３年当

選以来、巽山公園の整備、一つの久慈市のシンボルと

してふさわしいものにしたいなという思いでずっと述

べてまいりました。そのたびにまちのにぎわいととも

に、あるいは三角山、愛鳥の森ですか、全体を含めた

ものでまちづくりを考えたいと、これは前の市長から

もずっと、それが12年３月の計画書に載っているわけ

です。市の姿勢は一つもぶれていない。 

 しかし、いろいろな方が、商店街の方々が案を出し

てもまとめられなかったのが現実です。今回やっと地

権者の合意が得られた。私はそこに将来をかけてみる

べきだと思います。「確かか」と、「100％か」と、

「50万は本当か」と。これは、これからスタートする

ことですから、だれも間違いないという答弁はできな

いと思います。しかし、商店街の人たち、そこに住む

住民の人たちが、町内会が知恵を絞って、今一生懸命

やっている。市長の言う協働ということで、今やっと

一体感が出てくる。その中で出たものを私は認めて、

一緒になってやりたいと。 

 そこで思うんですけれども、６月議会、テレビ放送

になっています。議会の内容は市民の方が知っている

はずです。しかし、結果、この傍聴席にどなたも来て

いません。私はこれは残念でなりません。提案する市

長も、私は政治生命をかけてやっていると思うし、私

もきょう決断するということは、先ほど質問があった

ように、10年先を見据えた久慈市の将来をということ

で、重大な決意で臨んでいるつもりです。しかし、傍

聴席にはどなたもいらっしゃらない。これは本当に残

念に思います。 

 それからもう一つ、おととい、ある会合で久慈振興

局の中で県土整備部の技監という方、ナンバー２に当

たる方との懇談会あって、県北振興をお願いしますと

言ったら、中身がないんです。久慈の地域はこういう

事情ですよという中身は理解するけれども、やれるも

のがないみたいなそぶりでした。説明は、お金がない

から効果があるものにだけ出します。それでいて、県

北の振興を考えましょう、言うことはだれでもできま

す。そういう久慈の関係の中で、今やっとこれだけの

ものを重大な決意で提案をされて、市も民間もやっと

動き出した。私はこの思いをあしたの知事との懇談会

にぶつけるべきだと。そのためにも、この案件は必ず

理解をいただいて、議決をいただいて、県に対しても、

今、一生懸命こういうことをやっていますよと、自助

努力で頑張っていますよ、それにどうか応援をお願い

したい、一緒に県北振興を考えてほしいという、私は

そのためにも必要な案件だと思います。 

 それで、質問いたしますけれども、これまで街の駅

とのかかわりの中で、前にも申し上げたけれども、ど

ういうふうに市民にＰＲをしますかということを申し

上げました。きょうここに立って、関係者が傍聴に来

ていない状況、どこまで部長さんはお話をされたんで

すか。そういう熱意がなかったんでしょうか。言いに

くいかと思います。しかし、私は、当局としても一緒

にやろうという思いであれば来ているべきだと思うん

ですが、部長のところで、この提案をするに至った思

いをどのように民間の方々と話し合いをされたのか、

お答えをいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 議会傍聴の件にかかわって、

市民の方々が傍聴に来られていないということに絡め

て、私ども提案に至ったその熱意といったところにつ

いて少し説明せいと、こういう意味だろうと、このよ

うに感じました。 

 ご指摘のとおり、あるいはたびたびこれまでもご説

明申し上げてまいりましたとおり、旧久慈市時代に私

の前任の方から、一貫として街なか再生は大切な課題

であると、こういった認識でございます。私も旧久慈

市長に就任した際に、その考え方を踏襲をさせていた

だきました。そして、この課題解決のために私なりに

全力を傾けてきたつもりであります。 

 そうした中で、場所の選定に当たりましては、先ほ

どさまざまなご意見がございましたけれども、これは

相手のあることでございまして、強権をもって土地を

収用する手法はとれない。したがって、相手の方々の

理解を得ながら、ベストが不可能であればベターの場

所にという気持ちで、交渉を続けてきたところであり

ます。ただ、これをベターのままにするつもりは私は

ない。今の場所をベストに持っていくという努力もさ
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らに今後も必要だろうと、このように思っております。 

 今、下斗米議員がいみじくも触れられましたけれど

も、私は、やはりこの核施設は街なか再生の第一歩で

あると位置づけております。これで完結するものでは

決してないというふうにも思っております。であれば

こそ、県立久慈病院跡地の取得について、これは平成

13年度までに県医療局と市が買うことの約束をしてお

ったのに、果たさないままに来ていたということであ

りますけれども、この土地取得に当たっては、この街

なか再生に大いに寄与、貢献させるような形で使用を

考えてまいりたいし、あるいは巽山公園、愛鳥の森、

さらには柏崎、小久慈に抜ける回遊路、こういったも

のの将来を見据えて、そのためのここが第一歩になる

のだと、こういった位置づけでもって進めていかなけ

ればならないというふうに思っております。 

 また同時に、これは行政の努力だけでは当然に街な

か再生というのは成り立たないと思っております。や

はり市民みずから、あるいは商店者みずから、ここを

活性化させていくための努力、工夫といったものが同

時に求められるし、あるいはまた、市民の方々もこの

場所を愛して、有効に使っていくといった全体の中で

の取り組みの中で、初めて街なか再生というものが可

能になってくるのだろう、このように思っております。 

 願わくは、こういった私どもの熱意といいますか、

考え方に深いご理解を示していただきまして、議案に

ついてご賛同賜ればというふうに思っております。 

○議長（菊地文一君） 20番田表永七君。 

○20番（田表永七君） それでは、配付されておりま

す資料にかかわって幾つか質問いたします。具体的な

中身に絞って質問いたします。 

 一つは、県立久慈病院跡地利用計画にかかわってで

すが、具体的内容は中心市街地活性化基本計画による

と、そういう説明になっているわけで、今後と、そう

いうことですけれども、しかし、今の時点でその構想

がないと、そういうことではないと思うので、憩いの

空間についての構想を示していただきたい。これが第

１点であります。 

 ２点目、別紙２という３枚目の印刷物に記載されて

いるわけですけれども、「山車創作体験館」整備事業、

これは観光事業として成り立つのかどうか、私は非常

に不安を持つ一人なんですけれども、観光事業に位置

づけて、そしてそれが成り立つとお考えになっている

根拠を示していただきたい。そういうことであります。 

 それから、その下の方に「土の館」にかかわる説明

が印刷されているわけでありますけれども、これにつ

いては、先ほどやりとりもあった部分ですけれども、

具体的にお話がございませんので、あえて質問いたし

ますけれども、テナントについての現状と今後の見通

しについてお伺いしたい。まだ予定を満たしていない

と、そういう趣旨の答弁は先ほどあったわけですけれ

ども、どういう業種が現時点で応募していて、これか

ら土の館といいますか、株式会社街の駅・久慈とすれ

ば、どういう分野が欲しいと考えて募集していくのか

というようなことが見えてこないと、非常に不安であ

ります。 

 それから、最後になりますけれども、現在、市日が

月６回開かれているわけでありますけれども、この市

日と微妙にといいますか、ストレートに相互に影響し

合うのではないかなと私は思っているわけでございま

すけれども、特にこの土の館が。そのことについては

どのように分析されているのかお伺いしたい。 

 以上であります。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは、４点の質

問にお答えを申し上げたいと思います。 

 県立久慈病院跡地の憩いの空間の位置づけの関係で

ございますが、これにつきましては、これからの10年、

20年のまちづくりを考えた場合には、県立病院の跡地

というのは、かなりの可能性を秘めた場所というふう

に理解をしているところでございます。また、現在、

物産館等を整備しようとする土地の位置でございます

が、周辺環境が巽山公園、小鳩公園、市民の森、それ

から寺社がある、歴史、伝統のある地域でもございま

す。そういったものを生かしながら、整備しようとす

る施設については、物産館についてはにぎわいの空間

をつくり、それから病院跡地につきましては、巽山公

園、病院跡地、市民の森に至るそういったルートの憩

いの空間をつくり、相乗的に整備をしてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 なお、この県立病院の跡地につきましては、平成９

年に検討委員会が設置をされまして、市民の多くの方

が参画をいたしまして、市に答申をしている経緯がご

ざいます。その計画というものが、平成11年度に計画

をつくりました活性化基本計画の中に生かされている
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ものでございまして、それの内容がまた今日の計画の

中で検討されているということでございますので、ご

理解をお願いしたいと思います。 

 それから、山車創作体験館、これが観光事業として

成り立つのかどうかというふうなご質問でございます

が、私どもは個々の施設ではなくて、物産館、それか

ら観光交流センター、それから、この山車の創作体験

施設、そういったものをあのエリアの中に整備をして、

魅力のある施設としていき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、土の館のテナントの状況と今後の見通し

でございますが、現在、13店、それから今後について

は、先ほど答弁申し上げましたように、久慈市内の事

業主の方、それから久慈広域を視野に入れた事業主の

方というふうなことで、一次募集から二次募集に範囲

を広げて展開していくというふうに伺っているところ

でございまして、この部分については、今後急速に進

むものというふうに理解をしているところでございま

す。 

 それから、市日のあり方というふうなことは、極め

て今回の施設整備の重要なポイントになっているとこ

ろでございます。まちづくりの中で、市と祭りによる

町のにぎわいをというのを一つのテーマにしていると

ころでございまして、この関係につきましては、市日

の根本的なあり方も含めて検討しなければならない部

分がございます。例えば交通条件の部分、それから衛

生的な部分について保健所からの指摘、交通部分につ

いては警察からの指摘を受けているところでございま

す。そういったことから、今回できる施設のエリアの

中でどういうあり方でその市があればよいのか、場所

がどうあればよいのか、そういった部分について協議

を進めてまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（菊地文一君） 20番田表永七君。 

○20番（田表永七君） １点目の県立病院跡地の利用

計画については、非常にわかりにくいです。憩いの空

間とおっしゃっていることのイメージを私はつかめな

い。確かに計画はこれから取り組むのですから、審議

の過程でいろいろな考えが出てきて固まっていくもの

だとは思いますけれども、当局として憩いの空間につ

いてどういうことを期待し、どういうイメージで考え

ているのかが見えてこないんです。そこをお伺いして

いるわけです。 

 まだそれもありませんというのであれば、それは結

構でございますけれども、それから、山車創作体験館

について、もうちょっと具体的に私の受けとめ方を言

いますと、例えば日帰り客といいますか、二、三時間

立ち寄るような観光客というのが多いのではないかと、

そういう前提に立って、私は物を考えているわけです

けれども、そういった場合に、その観光客が何を創作

し、何を体験して帰るんだろうと、そういう不安を持

つわけです。上の欄に書いてある展示であればわかり

ますよ。既成の山車を展示している。ああ久慈のお祭

りはこういう山車でやっているんだな、この部分すご

いな、うちの町に帰っても参考にしようとか、それは

観光の資源として私も理解できるわけですけれども、

何かをつくり、体験して帰るということが、いま一つ

見えてこないし、不安なんです。 

 例えば例が適当でないかもしれませんけれども、大

野デザインセンターに木工作をするコーナーがありま

すよね。指導員が配置されていて、いろいろつくって

います。竹とんぼとか、こまとか。具体的に何をつく

るという想定に立っているのか、そういうことを端的

に示していただきたいのです。それがすべてだと思っ

て私は聞くつもりはありませんけれども、例えばこう

いうものがあるのではないかと考えていると、そうお

っしゃっていただければありがたい。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 県立病院跡地の憩い

の空間の関係でございますが、これについては、公園

の整備をし、今回整備することによって来街者が相当

数予測されるところでございますし、それから各種さ

まざまなイベントをこれから計画するというふうなこ

とでございますので、一定の面積については駐車場的

な利用とか、そういう部分での活用を考えてまいりた

いと。 

 それから、巽山公園から県立病院跡地、市民の森に

至る動線のそういった散策路の整備であるとか、それ

から、エリカシーランド構想というのが商工会議所の

中で立ち上がって、つくった経緯があるわけでござい

ますが、そういった団体の方々と連携しながら、あの

辺の修景を整備していったらというふうなのも考えて

いるところでございます。 

 それから、山車の創作体験施設の関係でございます
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が、現在、手づくり山車をつくっている組があるわけ

でございますが、さらに今年は、上組が取り組みをな

さるというふうに伺っているところでございます。 

 展示だけでありますと、秋祭りの時期、３カ月ほど

前から制作に入りますので、展示スペースのところに

山車がないというふうな状況が生じてまいります。そ

こで、そこの近くのところで手づくり山車の制作をし

ていただくというふうな基本的な考え方をしているも

のでございます。 

 それから、一定の部分については、２基でございま

すが、収用できるスペースで保管をしたらどうかとい

うふうに考えているものでございまして、これにつき

ましては、山車の組の方々でプロジェクトチームをつ

くって、どういう形で運営をしていけばよいのか、施

設整備のあり方がどうあればいいのか、今、検討をい

ただいているところでございます。 

 あと、創作体験等につきましても、今、検討いただ

いているところでございますが、八戸では観光客の方

が、駅前のところで去年はいろいろなお祭り山車の簡

単なものをおつくりになったというふうにも伺ってい

るところでございます。一方で、市民の方の共同で山

車づくりをしていただいて参画体験をいただくという

のも考えられるのではないかなというふうに思ってい

るところでございまして、プロジェクトチームの検討

結果を期待しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君） 私は、新市の市民の一人にな

らせていただいた立場から、これまで久慈市の皆さん

方が長年かけて練り上げてきた計画に対して、軽々に

物を申し上げるなどということはできないわけでござ

いますけれども、これからは新しい市民として、とも

に苦楽をしていかなければならない立場になったわけ

でございますので、ぜひともこの計画は成功して、に

ぎわいを持続する形にしていただきたいという立場か

ら質問させていただきます。 

 私は、この計画全体については反対するものではご

ざいませんが、私は、基本は建物になるのではなかろ

うかというふうに感じられてなりません。そして、こ

この地域は確かに奥まっておる状況でございますので、

なかなか不特定多数の人がたくさん集まるという形に

は、久慈市全体の人口密度が低い状況からすれば、な

かなか容易ではないというふうに思えてなりません。 

 そこで、この鉄骨づくりの一部２階建ての建物が、

持続して人々を呼び続ける魅力がどこにあるのか、

人々を呼び続けるだけの魅力を持続させるだけの鉄骨

づくりが、本当にそれだけの誘客の最たるものになる

のかという部分で考えれば、私は、できるものならば、

この鉄骨づくりの建物から、巨大な丸太組みでつくる

ような日本古来の建築物の集積する地域の一帯として、

文化の香りを漂わせて発信できるような形の地域に変

えていただきたい。私は、鉄骨づくりの建物では、

人々を呼び続ける力にはなり得ないと思う。 

 皆さん方も私が申し上げるまでもなく、奈良の大仏

殿であり、あるいは京都の東本願寺であり、いろいろ

なところに観光に行かれるときに、あそこにある土産

物を見たり、食べたり、買ったりするために行くかも

しれないけれども、私はあの巨大な建造物の迫力にた

だただ感嘆をして、あるいは巨大な庭園を見て、その

魅力に取りつかれるがごとくに、いやすばらしい、も

う一度行ってみたいという思いにかられて帰ってくる

のではなかろうか。建っている現状を見れば何のこと

はない、単なる平たん地でございます。その威容とい

うものは、やはり巨大な建造物があるがゆえに、私は

そこに人々が引かれて行くのでなかろうかと思えてな

りません。 

 そのためには、当地方は日本に名だたる赤松の産地

でございます。赤松の60センチメートルから１メート

ルの規模の丸太組みをした巨大な建物をこの一帯につ

くっていくことにおいて、想像を絶するようなものが

出現することにおいて、その威容さに驚いて、一遍見

にいってみようか、そのついでに、当地方の特産物も

ついでに買って帰ろうかというような状況が私は生ま

れてくるようにすべきだというふうに思いますので、

可能であるならば、私はこの鉄骨づくりの建物から、

巨大な当地方にある丸太づくりに変えていただきたい。 

 なぜならば、久慈市は内外に久慈市を表徴するには、

今まで柔道のまち、こはくのまちという言葉を使って

きていると思うわけであります。こはくの原点ともい

うべきものは、私の浅学非才な雑学から申し上げれば、

松やにと言われておるように聞いておりますが、定か

ではございませんけれども、そうだとするならば、ま

さにこはくのまちを表徴する当地方の南部の赤松を活

用したものを今でなければ、私はできないと思います。 
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 今、１日ごとに原野にある巨大な60センチメートル、

１メートルクラスの松の木が、ひなたに氷を出すがご

とくになくなっている現状にあるわけです。それを、

今のうちならば私は活用できる。これが実現したとす

るなら、文字どおり私は木造建築の日本最大級であり、

世界最大級の物産市場、それにかかわる全体の一角に

私はなるというふうに思いますので、可能であるなら

ば、この鉄骨づくりから木造の巨大な丸太小屋に切り

かえる考え方があるのかないのか、検討していただけ

るのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 今回、施設整備をす

るのが持続していく魅力は、集客をする魅力はどこに

あるのかというご質問でございました。この部分につ

きましては、土の館、ここのところのテナントミック

ス、どういう構成で店が入り、品ぞろえをするかとい

うのが重要なポイントになるものと考えているところ

でございます。日常の買い回りができて、それから観

光の土産品もあると。そういうふうな両方の機能を持

ったところでの買い物としての魅力というものをつく

ってまいりたい。まちづくり会社の方では計画をして

いるというふうなところでございます。 

 それから、一方、市の方におきましては、観光交流

センターということで、交流に重きを置いた施設とい

うふうなことでございまして、観光の発信というもの

もございますし、それから、市の観光以外のさまざま

な情報の受発信もしてまいりたいというふうに思って

いるところでございます。 

 それから、まちづくりにかかわる６団体から、ぜひ

この施設に共同事務所を設置して、日常のその施設の

利用をし、にぎわいの一助にしたいと。この施設整備

の趣旨に賛同する形で、私どもとも活動してまいりた

いというふうなこともいただいているところでござい

まして、そういった機能というものも考えているとこ

ろでございます。 

 あと、道の駅の関係については、ぜひ指定をされる

ような施設としての整備を図ってまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

 それから、建物についてのご提言をいただいたとこ

ろでございますが、これにつきましては、先般、プロ

ポーザルというふうなことで、設計にかかわる提案を

設計業者９社からいただき、４回にわたり審査を重ね、

１社に絞り込んだところでございますが、提案をいた

だいた建物の外部の構造というのは、回廊のある和風

の建物でございまして、あの辺の、今回整備しようと

する地域の歴史、風土に合ったような形の施設という

ことでございますので、ご理解をお願いたしたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 10番戸﨑武文君。 

○10番（戸﨑武文君） 簡潔に質問しますので、簡潔

に答えていただきたいと思います。 

 １点目は、私はこの街なか再生は、もっともっと早

くに始めるべきであった。何で今までこのように衰退

してしまうまで手をつけられなかったのか。いろいろ

な経過があるだろうと思いますので、その経過を示し

ていただきたいということが第１点。 

 それから２点目は、先ほど来も話が出ているわけで

すけれども、限られた市内だけではなくて、管内を考

えても人口減が進む中で、限られた人口の中で誘客と

いうことは非常に困難なことではないかなと思うんで

す。先ほども出ましたけれども、長内地区の大型店が

集中しているところとの誘客合戦になっていくのでは

ないかなと。もし、街なかの方が再生されて向こうが

衰退、衰退とまではいかないにしても、そういうよう

な状況が出てくれば、雇用の問題にもかなり影響が出

てくる。市長が言う、あるいは今まで部長が言ってい

る憩いとか何とかというのは、生活にゆとりがなかっ

たら、憩いなんていうのは出てこないと思うんです。

そのためには、やはり雇用というのは絶対に欠かすこ

とができないことなので、長内地区との整合性につい

てどのようにとらえているのかということ。 

 それから最後は、先ほど下斗米議員もちょっと憂慮

されておったんですけれども、街なか再生に関しての

街なかの方々の関心が本当に盛り上がりがあるのかな

という、ちょっと疑問があるんです。これでは、市長

がこの前の所信表明の中で言っている協働のまちづく

りなんていうのは、これはおぼつかないのではないか。

行政が勝手にこの街なか再生を進めているのではない

かなという印象すら受けるんです。これでは、もうと

ても先が心配でならない。それにこういうような多額

の投資をこれからも進めていくということは、間違い

ではないかなと思う。そこら辺についての協働のまち

づくり、この前私が住民の意識改革が必要だと言った
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ら、市長は、それはもう十分できていると思いますと

いう答弁をしたわけですけれども、今日のような状態

を見れば、本当に一緒になってまちづくりを進めてい

くんだという意識があるのかなと。行政におんぶにだ

っこという意識から抜け切れないのではないかな、こ

んな感じがするんですが、いかがでしょうか。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） それでは簡潔にお答えをいた

しますが、なぜもっと早くできなかったのかというこ

とであります。これは、場所の決定がおくれてきたこ

と、それから、今ご指摘のあった街なか再生にかかわ

る市民の皆さんの理解が進まなかったこと、このこと

だろうと、このように思っております。 

 そして、限られた人口の中で集客は大丈夫かと、既

存の商店といいますか、新たな大型店の方が衰退して

いけば、その雇用の面の心配があるのではないかと、

こういったことでありますが、ただ私どもは日常の買

い回り品、いわば日常的な買い物の部分と、それから

観光客等の買い物の部分、こういったものをしっかり

とお互いが機能分担をしていけば、共倒れ、あるいは

一方が衰退ということにはならないというふうに思っ

ております。 

○議長（菊地文一君） 10番戸﨑武文君。 

○10番（戸﨑武文君） 今まで延びてきたのは、調整

が難しかったという今の市長の説明ですけれども、ど

ういうような点で調整がつかなかったのかという、そ

のネックになったのは何だったのかと。そういうよう

なことが残っている限り、協働で進めていくというこ

とは非常に難しいのではないかなと、私は感じるんで

すが、その点についていかがですか。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 先ほどのご質問の趣旨は、も

っと早くこれは取り組むべきであったが、なぜ早くこ

のことができなかったのかと、こういったご質問であ

りましたので、簡単に申し上げますと、場所の決定に

ついてさまざまな意見はあったけれども、これに賛同

し、あるいは土地所有者等のご理解が得られなかった

ために、決定に至ってこなかったということでありま

す。同時に、個々のお店等々を含めて市民の皆さんの

理解が深められていなかったということにあると、こ

のように思っております。そしてここに来て、一定の

理解があったために、土地の集約ができ、あるいは11

商店会等の取り組みも始まってきた。 

 ただ、これで十分だというふうには思っておりませ

ん。まだまだなすべきことはあると、再々申し上げて

いるところであります。 

○議長（菊地文一君） ６番小倉建一君。 

○６番（小倉建一君） 何点か質問いたしますが、先

日、建設委員会としまして、石川県七尾市のコンパク

トシティということで、まちづくりを勉強させていた

だいてきました。そこでは、やはり市の職員の方も一

生懸命になってやっておりましたし、民間の方も一体

となってやっていたということで、道路あるいは河川

等を含めたまちづくりで、これはすばらしいなという

感想を持ってまいりました。 

 当然、市としてもそのように進めてもらえれば、民

間と行政が一体となって進めればいいかなと、このよ

うに思っておりますが、そこで１点、まちづくり三法

の見直しによりまして、民間の意見を聞きながら市で

活性化計画を作成し、国に申請し、国ではその効果が

見込めるのであれば承認して、補助を決めるという流

れなようであります。そこで、市の責任が大きくなっ

てきたと、このように思っておりますが、先ほどから

入り込み予測、売り上げ予測と、まだ市としてのはっ

きりとした数字が出ないわけでありますが、私はこの

数字等を含めまして、自信を持って国に説明できるよ

うな計画書をつくってもらいたいと、このように思っ

ておりますが、まだ申請は先かと思っておりますが、

その考え方について１点お伺いしたいと思いますし、

もう１点は、テナントの第一次募集をやったというこ

とでありましたが、今の現計画に対するテナントの入

店状況等について、数値等をもってお知らせ願いたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 三法見直しに伴いま

す計画書の作成でございますが、今までつくった計画

そのものにつきまして、今回の改正に伴いまして、内

閣総理大臣の認定を経なければならないというふうな

ことでございます。それから、三法が制定されました

平成10年の社会経済情勢、それから動向から、変化の

あった部分のところのそういったものを反映した計画

づくりにしなければならないというふうなことでござ

います。 
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 大変ではございますが、逆に言えば、一方ではチャ

ンスの部分でもあるというふうに思っておりますので、

この部分については、民間の方々と一緒になった計画

づくりに努めてまいりたいと思います。そのために事

務局なり推進本部を設置しているところでございます。 

 それから、テナントの関係でございますが、市がつ

くるのは、まさにまちづくりとしてどういうふうな中

心市街地をつくっていくのかというふうな、基本的な

部分を定めるわけでございます。その計画認定を受け

て、商業者がいろいろな施設を整備する場合には、戦

略的な補助金の申請を民間がしなければならないもの

でございます。現在、まちづくり会社の方では、その

施設として土の館というものを計画して、基本的な計

画はつくっておるわけでございますが、その中の部分

の実現性、それから、商店街の方々の協力体制という

ものを構築していかなければ、この関係の補助の認可

というのは厳しいことがございますので、それらの部

分の調整を十分図るように、民間と連絡をとりながら

進めてまいりたいと思っているところでございます。 

 テナントの関係につきましては、テナントの小間の

個数によって数が違ってまいりますので、一概に何店

舗というのはないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） １番木ノ下祐治君。 

○１番（木ノ下祐治君） 建物の件なんですが、先ほ

ど砂川議員さんがおっしゃっておりましたが、市長、

私は地産地消の関係から物を考えて申しますけれども、

当地方は赤松、木材に関しては現在はまだ豊富な地域

でございますけれども、この当地方の赤松を建物に関

して、ここ一番という場所に使う気はございませんか。

あくまでも鉄骨にこだわりますか。その辺のところを

私はぜひ聞いておきたいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 限られた予算の中で効率的な

ことも考えていかなければならない、それから、ご指

摘のように他の分野、木の地産地消といった観点、い

ろいろ悩みはございます。ただ、基本的に構造躯体を

考えていった場合に、構造材として使える建物になる

のかどうか。これは、私は設計のプロではございませ

んのでよくわかりませんけれども、恐らく難しかろう

と、このように思っております。ただ部材等について、

生産者の方々が例えば安く出していただくだとか、そ

んなことがあれば、大いに壁面等に使えるのかどうか。

これは全体の街なかのイメージづくりといったものも

考えていかなければならんのだろうと、こう思ってお

ります。 

 そういったところで、正直に申し上げれば、今の答

弁に終わってしまうわけでございますが、どうぞご理

解をいただきますようにお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） １番木ノ下祐治君。 

○１番（木ノ下祐治君） 市長、久慈市のいわゆる顔

となるということであれば、木を寄附してくれという

話になれば、それは全くない話ではないと思いますよ、

私は。可能だと思います。だけれども、当局の方がそ

の計画を全くつくらないということであれば、見直さ

ないということであれば、これは当然あり得ない話で

ありまして、こういったことは、初めからそういうこ

とを想定しない、そういう当局の物の考え方、その辺

に私は久慈市の商店街の皆さんを初め、市の皆さんが

どうも首をかしげると。 

 今の商店街の皆さん方、きょうも我が会派の下斗米

会長も申しておりましたけれども、傍聴にも来ない。

なぜなんでありましょうか。私は、これぐらいまで事

業の計画が進んでいるにもかかわらず、そして、なお

かつ私らが商店街で話をして歩きますと、街なか再生、

果たしてそれは本当に成功するんだろうかと、とても

難しいと思うという人が随分とおりますよ。皆さんも

ご存じでしょう、それは。私はそれを力説するつもり

はありませんけれども、それが市民の現実の問題です

よ。 

 私はそのように認識をしておりますが、なおかつこ

ういう施設をつくるのであれば、やはり久慈市はこう

いうものがあるんだということを内外に示すぐらいの

意気込みがなければ、ただ鉄骨の建物を建てる、そう

いう設計の仕方で本当にいいんですか。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 今、私が申し上げたのは、構

造的に可能な建物かどうかと。いろいろな機能がその

中に入ってまいります。そういった際に、しっかりと

それらの機能を支えるだけの躯体、構造体をつくるこ

とが私どもには求められるわけであります。したがっ

て、設計の段階で鉄骨という形で、私どもは出させて

いただいている。ただ、その中で例えばいろいろ壁面

だとか、部材等に意匠として使えるかどうかというこ
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とは、これはまた別問題だと思うんであります。ただ

壁材を、単価は私はよくわかりませんけれども、限ら

れた財源、予算の中で、私どもはこういった機能を発

揮するための施設をつくっていくのだと、こういうこ

とであります。 

 事前に相談があればということでありますけれども、

そのいとまといいますか、時間的な余裕というもの、

こういったものがなかなか得られない。そういったこ

ともあったことをご理解いただきたいと思うのであり

ます。 

 詳細設計等については、これからということになる

わけでありますけれども、今のご意見等を生かすこと

ができる部分があるのかどうか、これらについては、

私どもも議論の中に含めていきたいと思っております。 

○議長（菊地文一君） 37番大上精一君。 

○37番（大上精一君） この事業の中身を知ったのが、

ここ何カ月くらい前にしかなっておりませんので、あ

れこれ申し上げられる部分もございませんけれども、

大変大きな事業だなというふうに認識をしております。 

 まず一つとしてお聞きしたいのは、この総事業費の

中身をあれこれ申し上げても、何か勉強不足のところ

があって余り詳しくは申し上げない方がいいかなと思

うんですが、大ざっぱに建物の分に幾らぐらい、景観

づくりに幾ら、道路あるいは電線の地中化等もあるよ

うでございまして、この十八日町といいますか、あの

通りの電線の整備をされて非常に明るくなっていいな

というふうに私は思っている一人でございます。 

 ただ一つ心配なのは、この事業をやるにしては絶対

失敗をしてもらいたくないんです。こういう思いは皆

さん同じなわけでありますけれども、前のダイエーさ

んでしたか、お店屋さんもどういうわけがあって、あ

のように大きなお店屋さんが去られたのか私は全然わ

かりませんが、この問題を市に問いかけるのもちょっ

と変かなとも思うんですけれども、お客さんが少なく

なって、売り上げが伸びなくなり、採算が合わなくな

って撤退をされたのかなというふうに、素人の考えで

はそういうふうに思うわけでありますが、ここら辺、

余り難しくなく、簡単にお答えいただければありがた

いです。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） この観光交流センタ

ー等の施設の内訳でございますが、これにつきまして

は、建物等につきましては４億6,000万円ほどでござ

います。それから駐車場の整備、それから、ふれあい

空間の整備等に５億2,800万円ほどでございます。そ

れから、道路整備に１億円ということでございます。 

 なお、それぞれの個々の部分に用地費が算入された

数値ということでございます。 

 以上でございます。 

 それから、ダイエー跡地のところの経営の部分につ

きましては、具体的な内容を承知しておりませんので、

ご了承をお願いしたいと思います。 

○議長（菊地文一君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地文一君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地文一君） 討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第１号「財産の取

得に関し議決を求めることについて」は、原案のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（菊地文一君） 起立多数であります。よって、

議案第１号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

閉会 

○議長（菊地文一君） 以上で本臨時会の日程は全部

終了いたしました。 

 これで第４回久慈市議会臨時会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

午前11時39分   閉会 


