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    午前10時00分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから本日の会議を

開きます。 

 欠席通告が藤島議員よりありました。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第１、一般質問を行い

ます。 

 順次質問を許します。新政会代表、泉川博明君。 

    〔新政会代表泉川博明君登壇〕 

○５番（泉川博明君）  おはようございます。私は、

第22回久慈市議会定例会に当たり、新政会を代表して

市政を取り巻く諸課題について、市長並びに教育長に

一般質問を行います。 

 質問に入る前に、決して風化させてはならない東日

本大震災から明日で満４年目となります。あの甚大な

大災害により、尊い命を奪われて亡くなられた方々に

衷心より哀悼の意を表するとともに、被災された多く

の方々に心からお見舞い申し上げます。 

 それでは、通告に従い順次質問させていただきます。 

 第１の質問は、津波避難訓練について。明治三陸地

震による大津波が６月15日に発生したことにちなんだ

ものと思われますが、毎年６月に実施されている津波

避難訓練は、多くの被害が発生した東日本大震災の大

津波においても、防災減災効果を発揮したものと考え

られます。この大津波から４年が経過する現在、数々

残してくれた教訓は今の津波避難訓練にどのように反

映されているのかお伺いいたします。 

 第２の質問は、人口減少について。この問題は市政

の最重要課題であり、久慈市の人口が2040年には現在

の人口から２万1,000人程度まで減少する推計が出さ
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れております。人口減少問題は多分野にわたりますが、

具体的にどのような策定を考えているのかお伺いいた

します。 

 第３の質問は、地方創生について。東京一極集中と

人口減少の打破を目指す地方創生の地方版総合戦略の

策定についてですが、地方が持つ魅力を最大限生かし

た個性豊かな活力ある地方づくりが重要と考えますが、

当市といたしましての取り組み状況についてお伺いい

たします。 

 第４の質問は、ふるさと納税について。当市といた

しましても、ふるさと納税を受けた場合、その謝礼と

して地元の特産品などを送っておりますが、現在の状

況と今後の見通しについてお伺いいたします。 

 第５の質問は、市のホームページについて。スマー

トフォンやタブレットが一般的となっている今日、イ

ンターネットの情報は身近な調査、資料集めの多くを

担っております。当市の情報を発信する上でも、ホー

ムページは重要な位置づけと考えられますが、不正ア

クセスなどによる被害が問題となっている中、当市

ホームページのセキュリティ管理方法はどのようにな

っているのか。また、ホームページのデザインなどの

運営方法についてお伺いいたします。 

 第６の質問は、再生可能エネルギーについて。風力

発電調査につきましては、実施している場所と終了し

ている場所とがありますが、当市といたしましての取

り組み状況と、久慈湾の岸寄りに設置されます火力発

電の進捗状況についてお伺いいたします。 

 第７の質問は、県立久慈病院の医師確保について。

岩手県に対する平成27年度重点事項要望にも記載され

ているとおり、久慈市民はもとより広域住民にとりま

しても地域医療の中核を担っている県立久慈病院は大

変重要で、大げさな表現をしますと地域住民にとりま

して最後の砦となります。医療の充実や医師確保は、

今後におかれましても必要不可欠と思いますが、考え

をお伺いいたします。 

 第８の質問は、振り込め詐欺、悪徳商法の現状につ

いて。振り込め詐欺などの特殊詐欺の被害が年々増加

する中、手口も巧妙化し、首謀者の摘発がわずか４％

にとどまり非常に深刻な状況にあると言われますが、

当市の現状をどのように捉えているのか、またその対

策をどのように考えているのかお伺いいたします。 

 第９の質問は、ごみ収集について。燃えないごみの

収集回数は月１回となっておりますことから、少ない

という市民からの声も聞かされます。このことについ

て、市といたしましてどのように捉え、またその対策

についてもお伺いいたします。 

 第10の質問は、市有林の管理計画について。市有林

は約1,800ヘクタールもあるようですが、実態及び森

林山林状況につきましては、市民はもとより市内の木

材業者でもよくわからないようでございます。そこで

お尋ねいたしますが、市有林の売却を含む管理計画に

ついてお伺いいたします。 

 第11の質問は、漁業振興について。東日本大震災で

稚貝放流ができなかった影響が昨年あたりからあらわ

れ始めたと見られているようです。震災から４年目と

なります今、アワビの稚貝放流が最も重要な課題であ

ると思いますが、27年度の放流数が漁民にとりまして

満足のいく放流が実施される見通しなのかをお伺いい

たします。 

 第12の質問は、産業振興について４点質問させてい

ただきます。 

 まず（１）中小企業、小規模事業者支援について。

本年１月に閣議決定されております国の平成26年度補

正予算と平成27年度予算においては、地域資源の活用

や小規模事業者の存続化支援など、多くの中小企業、

小規模事業者支援制度が提示されており、窓口となり

ます商工会議所等との協力体制を深め、強固なつなが

りとしていくことが重要と考えますが、連携強化に向

けた取り組みについてお伺いいたします。 

 次に、（２）観光振興について２点お伺いいたしま

す。①についてですが、昨年は当市に訪れました観光

客の入り込み状況は順調のようでありましたが、こと

しの見込みをどのように捉え、また減少防止対策とい

たしましてどのようなことを行っていかれるのかをお

伺いいたします。 

 次に、②についてですが、ＮＨＫ連続テレビ小説あ

まちゃんブームが今も続いている中、海外でも放送さ

れ海外からの観光客の入り込みが期待されますが、誘

致策についてお伺いいたします。 

 次に、（３）第２期中心市街地活性化基本計画につ

いて。この項目につきましては２つに分けてお伺いい

たします。 

 初めに①といたしまして、計画区域内において現在

行われております意見交換会で、参加された中心市街
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地町内会などの皆様から出されました意見や要望など

の内容についてお伺いいたします。 

 また、②につきましては、昨年見直すとして補助金

申請が見送られた経緯があります第２期のこの基本計

画は、あまちゃん効果などにより多くの観光客が入り

込んでることを踏まえ、早急に計画を進捗させること

は必要と思われますが、駅前再開発における拠点整備

の具体的な計画をいつの時期に公表できるのかお伺い

いたします。 

 次に、（４）久慈広域大規模道の駅整備について。

現在、工事が進められております三陸沿岸道路の完成

を見据えまして、大規模な道の駅の設置を久慈広域４

市町村が検討することとなったようでございますが、

現在の状況についてお伺いいたします。 

 第13の質問は、市道久喜漁港線について。久喜漁港

線ののり面から落石がたびたび発生している状況にご

ざいますが、昨年いろいろと地質調査を実施し終了し

たようですが、進捗状況と今後のスケジュールについ

てお伺いいたします。 

 第14の質問は、長内地区の雨水排水対策について。

昨年廃止された長内地区土地区画整理事業区域は、イ

ンフラ整備のおくれが目立つ地域であり、特にも当該

地区の雨水排水整備にかかわっては、居住する市民が

安心して生活できる環境が整っているとは言えない地

区が散見することから、早急に事業化することが望ま

れますが、雨水排水対策の内容について具体的にお伺

いいたします。 

 第15の質問は、総合防災公園整備事業について。こ

の事業は、平成25年度の社会資本総合整備交付金復興

枠の交付決定がなされ、平成26年度予算の内定を受け

ていた状況の中、大幅見直しが出され市民の関心も高

い事業でありますが、現在の進捗状況についてお伺い

いたします。 

 これより２点は教育行政について、教育長に質問さ

せていただきます。 

 １点目といたしまして、野外教育について。教育行

政方針演説の中で、学校教育の充実について、学校指

導要綱では児童・生徒に生きる力を育むことを教育の

理念とあります。教科書を使っての勉強は必ず必要で

大切なことですが、子供たちの将来を考えますと、学

校教育の一環といたしまして生きる力を育むための自

然に触れ合う野外教育も必要と思いますが、考えをお

伺いいたします。 

 最後の質問になりますが、２点目といたしまして総

合運動公園について。総合運動公園基本構想の策定に

取り組むとのことですが、どのような規模、施設の構

想をされているのかお伺いいたします。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  新政会代表泉川博明議員のご

質問にお答えをいたします。 

 最初に、津波避難訓練についてお答えをいたします。 

 津波避難訓練は、明治三陸大津波及び東日本大震災

を教訓に各種防災機関の災害対応の確認と地域住民の

防災意識の高揚を図るため、毎年６月15日に実施して

いるところであります。 

 東日本大震災では、消防団の迅速な水門閉鎖及び避

難誘導、住民の適切な避難など、津波避難訓練は一定

の成果があったものと認識しております。また、東日

本大震災を契機に消防団活動マニュアルの見直しを行

い、消防団員の退避ルールや活動区分の見直しを図る

とともに、消防団による要援護者の避難誘導、衛星携

帯電話による通信訓練などを取り入れて実施している

ところであります。 

 次に、人口減少についてお答えをいたします。 

 市政の最重要課題と捉えております人口減少問題を、

次期久慈市総合計画にどのように盛り込んでいくのか

につきましては、次期総合計画は私がつくるみんなの

まち久慈市を策定テーマとして、市民の皆様のご意見

を十分にお聞きしながら策定を進めてまいります。 

 特にも、人口減少問題につきましては若い世代の就

労、結婚、子育ての希望の実現、地域の特性に即した

地域課題の解決など、市民参加による意見交換の場を

数多く設けながら市民の皆様とともに考えてまいりま

す。 

 次に、地方創生についてお答えをいたします。 

 地方創生に向けた総合戦略の取り組み状況について

でありますが、国において2060年に１億人程度の人口

維持を目指す長期ビジョンと、人口減少を克服し将来

にわたって活力ある日本社会を実現するための５カ年

計画を示す総合戦略が昨年12月に閣議決定されたとこ

ろであり、市におきましても今般、国会で制定されま

したまち・ひと・しごと創生法に基づく久慈市まち・
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ひと・しごと創生総合戦略及び人口ビジョンについて、

今後市民の皆様との協働の取り組みにより来年度中に

策定し、長期的視点に立った施策の展開を図ってまい

ります。 

 次に、ふるさと納税についてお答えをいたします。 

 ふるさと納税お礼記念品につきましては、久慈商工

会議所を通じて市内の事業者の方々に広く特産品等の

候補の選定をお願いし、最終的に市内事業者から55種

類の特産品をお礼記念品として10月から導入したとこ

ろであります。 

 ２月末時点の実績の状況でございますが、寄附件数

が945件で1,588万円となっており、このうち900件、

1,088万9,000円が記念品導入後の寄附件数となってお

ります。今後も引き続き、久慈商工会議所、久慈市観

光物産協会など関係者と連携し、寄附金額にさまざま

な選択肢の幅を持たせるなどお礼記念品の内容を充実

させるとともに、先月締結いたしました包括連携協定

に基づく盛岡信用金庫からの支援、さらには現在募集

をしております北三陸久慈市ふるさと大使のご協力も

いただきながら、より多くの方々に心のふるさと久慈

を感じていただけるよう、今後とも積極的に取り組ん

でまいります。 

 次に、市のホームページについてお答えをいたしま

す。 

 まず、セキュリティの管理方法についてであります

が、全てのサーバー機器に専用のウイルス対策ソフト

を導入するとともに、外部との通信を制御するファイ

アーウォールを設置するなどのセキュリティ対策を実

施しているところであります。また、異常を感知した

場合には保守業者、担当職員がメールでの通報を受け

る仕組みとしており、緊急連絡網により速やかに対応

することができる体制となっております。 

 次に、デザインなどの運営方法につきましては、誰

もが利用できるホームページを実現するため、日本工

業規格で定められております年齢や身体的制約、利用

環境に関係なく情報にアクセスできるウェブアクセシ

ビリティに配慮したデザインや構成となるよう心掛け

て運営しているところであります。 

 今後につきましても、見やすくてわかりやすい、誰

もが利用しやすいホームページづくりに向けて取り組

むとともに、誰でも情報の受発信ができ、双方向のコ

ミュニケーションが可能なソーシャルメディアにつき

ましても、発信したい情報を届けるツールとして積極

的な活用を検討してまいります。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 風力発電の取り組み状況についてでありますが、平

成23年度及び24年度に環境省委託事業として可能性調

査が行われました侍浜町地内において、民間事業者が

導入に向けた検討を行っており、２月中旬には事業者

による住民向け説明会も開催されたところであります。 

 本件につきましては、現在電力系統への接続に制約

が生じていることから、直ちに事業化に取り組める状

況にはありませんが、事業化の前提となる送電網の強

化に向けましては、国等の関係機関に対して今後とも

強く要望してまいります。 

 また、山形町繋地区におきましては、昨年12月から

民間事業者が風況観測等の事前調査を実施しており、

観測地点となる市有地の貸付など調査に必要な協力を

行っているところであります。 

 山形町内では、このほか荷軽部地区の市短角牛基幹

牧場、通称エリート牧場周辺におきまして、環境省に

よる環境基礎調査、岩手県による風力発電導入構想策

定事業など、各機関が民間事業者の参入を促すための

取り組みを行っているところであり、市におきまして

も地元調整等に協力しているところであります。 

 また、東京大学生産技術研究所を中心といたします

波力発電の実証調査についてでありますが、現在大阪

府堺市におきまして発電装置の陸上ベンチ試験が行わ

れており、平成27年度において装置の製作を完了させ

る予定であると伺っております。風力発電、波力発電

とも、地元住民の皆様のご理解ご協力なしには進めら

れないものでありますので、市といたしましても、地

元調整を初め積極的に関与してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、県立久慈病院の医師確保についてお答えをい

たします。 

 県立久慈病院は、現在麻酔科、耳鼻咽喉科、精神科、

呼吸器科の常勤医師が不在となっていることから、岩

手医科大学などから応援医師の派遣を受けて診療に当

たっていると伺っております。さらに、平成19年から

産婦人科は常勤医師１人体制となり、周産期医療の充

実強化が求められているところであります。 

 市といたしましては、市独自の医師養成奨学資金等
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貸付制度や、岩手県国保連合会が行っております奨学

金制度への拠出、岩手県に対する要望活動など、医師

確保対策に取り組んできているところであります。 

 今後におきましては、これまでの活動に加え当市出

身の医師及び医大生の情報収集に努め地元への就労を

働きかけるとともに、新年度からは医師確保対策官を

設置し、岩手県や県立久慈病院などの関係機関と連携

しながら医師の確保に積極的に努めてまいります。 

 次に、振り込め詐欺、悪徳商法の現状についてお答

えをいたします。 

 まず当市の状況についてでありますが、振り込め詐

欺等特殊詐欺の被害状況につきましては、昨年１年間

で被害届が５件、被害総額は約940万円であったと久

慈警察署から伺っているところであります。なお、悪

徳商法に関しましては被害金額などの把握が難しいと

ころでありますが、久慈市消費生活センターには契約

やクーリングオフ制度に関する相談も多く寄せられて

いるところであります。 

 市といたしましては、市民がこうした被害に遭わな

いための知識を身につけていただくことが重要である

と考えておりますことから、消費者力アップ講習会や

出前講座を実施しているほか、毎月消費生活センター

だよりを発行し、最新の悪徳商法等の周知に努めてい

るところであります。また緊急を要する場合には、久

慈警察署と連携し防災行政無線による周知を図るなど、

被害を最小限に食いとめるよう取り組んでいるところ

であります。 

 さらに、被害に遭った方に対しましては、久慈市消

費生活センターや弁護士による無料法律相談において

問題解決に取り組んでおり、今後におきましても引き

続き詐欺や悪徳商法等による被害の未然防止、及びき

め細かな相談対応に努めてまいります。 

 次に、ごみ収集についてお答えをいたします。 

 現在当市におきましては、一部の地域を除き燃える

ごみを週２回、燃えないごみを月１回、資源物は月２

回収集しているところであります。ごみ収集回数の増

につきましては、経費面での負担が増えることから、

現在の収集回数でも不便なくごみ搬出が行えるよう、

資源化率向上を初めとするごみ減量施策の充実に努め

るとともに、今後の状況を見極めながら収集回数の上

げ方について、久慈広域連合及び構成町村と検討を進

めてまいります。 

 次に、市有林の管理計画についてお答えをいたしま

す。 

 市有林の売却を含む管理計画についてでありますが、

売却にあたりましては地元素材、生産業者等の意向を

踏まえるとともに、震災復興にかかる木材需要、景気

動向等を中止しながら、地域の木材需要に応える計画

的な売却に努めてまいります。 

 また、市有林の管理につきましては、下刈り、除間

伐などの森林整備を計画的に実施するとともに、伐採

跡地においては荒廃することのないよう適切な再造林

を図ってまいります。 

 さらには、地球温暖化対策や水源涵養等の森林が有

する多面的機能が保たれるように努めるとともに、久

慈市市有林監守員や森林組合等と連携し、森林病害虫

の早期発見や山火事予防に努め、市民の財産である市

有林の適切な管理に取り組んでまいります。 

 次に、漁業振興についてお答えをいたします。 

 来年度のアワビの稚貝放流計画についてであります

が、久慈市漁業協同組合からは102万5,000個の放流を

計画していると伺っております。放流可能数量につき

ましては、今後県全体の需要量と供給量等の条件によ

り変動するものと捉えております。なお、来年度放流

分のアワビ種苗供給につきましては、県から配付を希

望する県内の漁業協同組合へ無償配付する予定である

と県北広域振興局から伺っております。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 まず、中小企業、小規模事業者支援についてであり

ますが、商工会議所とのつながりにつきましては、こ

れまでも経営相談、資金調達に伴う情報共有や事業周

知、被災事業所への支援などさまざまな連携を行って

きたところであります。また、先月の23日に締結した

盛岡信用金庫との地域経済活性化に向けた包括連携に

関する協定におきましても、商工会議所と外部機関と

の連携を掲げたところであり、商工会議所を含めた関

係機関とのさらなる連携強化は重要であると考えてお

ります。 

 特にも、昨年の商工会及び商工会議所による小規模

事業者の支援に関する法律の改正では、商工会議所を

中核とした小規模事業者への支援体制の構築が打ち出

されたところであり、当市といたしましても久慈商工

会議所との連携をさらに強化し、中小企業、小規模事

業者の支援に積極的に取り組んでまいります。 
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 次に、観光振興についてお答えをいたします。 

 まず、観光客入り込みの見込みと対策についてであ

りますが、平成26年度の12月末主要８施設観光客入込

数は約114万人となっており、あまちゃんやＪＲ東日

本、東北エモーション、三陸鉄道効果などにより多く

の皆様からご来訪いただいている状況にあります。 

 本年におきましては、４月からＮＨＫＢＳプレミア

ムにおいてあまちゃんが再放送される予定であり、主

要ロケ地である当市を初め北三陸地域に、昨年に引き

続き国内はもとより海外からも多くの観光客の皆様か

らご来訪いただけるものと期待しております。 

 市といたしましては、北三陸あまちゃん観光推進協

議会や久慈市観光物産協会等の関係機関と連携を図り

ながら、あまちゃん効果を最大限に活用し、当地域の

豊かな自然や食文化などの観光資源や、本年４月に本

格オープンいたします小袖海女センターをはじめとす

る観光施設の情報発信を積極的に行い、観光誘客に取

り組んでまいります。 

 また、新たな事業といたしまして、全国公募により

観光海女を育成する北限の海女育成対策推進事業に取

り組むほか、本年８月にあまちゃん音楽祭をあまちゃ

んの聖地である当市で開催し、全国からあまちゃんフ

ァンを初め多くの皆様からご来訪いただけるよう取り

組んでまいります。さらに久慈秋まつりや、東北唯一

の平庭闘牛などの従来からのイベントの充実を図りな

がら、市民の皆様と一体となって観光振興のさらなる

振興に取り組んでまいります。 

 次に、海外からの観光客誘致策についてであります

が、当市におきましても昨年から台湾を中心とした海

外からの観光客が増加してる状況にあります。市の取

り組み状況でありますが、本年度は台湾の台北市にお

いて行われた観光イベントに参加し、当市及び北三陸

地域への誘客活動を行ったほか、外国人観光客向けと

して英語、韓国語、台湾語のパンフレットなどを作成

し、活用してきたところであります。 

 また、現在は英語、韓国語、台湾語に対応する観光

ホームページの作成にも取り組んでいるところであり

ます。新年度におきましても、教育旅行も視野に入れ

台湾でのＰＲ活動を展開する予定のほか、岩手県をは

じめ関係機関と連携しながら旅行代理店などへの働き

かけを積極的に行ってまいりたいと考えております。 

 また、接客力の向上、案内表示の多言語化、イン

ターネットによる宿泊情報の発信など受け入れ態勢の

課題も多いことから、北三陸あまちゃん観光推進協議

会など関係機関と連携し、課題解消に取り組んでまい

ります。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画についてお

答えをいたします。 

 まず、現在行っております意見交換会での中心市街

地町内会等からの意見や要望内容についてであります

が、いろいろな立場の方から多くのご意見をいただい

ております。その中では、駅前ビルをどうするのかと

いった質問が一番多かったと感じておりますが、老朽

化により景観を損ねる、耐震性の問題があるなどの理

由から解体したほうがよいとのご意見のほか、市が解

体することに疑問を呈するご意見があったところであ

ります。 

 また、それ以外のご意見といたしましては、駅前周

辺だけの整備ではなくそれぞれの町内会などのエリア

に何か施設を設置してほしいとの要望や、空き店舗対

策が必要などのご意見が多かったと捉えております。 

 次に、駅前拠点整備の具体的整備計画の公表時期に

ついてでありますが、これまでに市民アンケート、経

営者アンケート、中心市街地の住民及び商店経営者な

どとの意見交換会を実施してきたところであります。

今後は４月からワークショップを開催し、市民の皆様

にお示しする素案を作成の上、素案に対するご意見等

をいただきながら本年秋ごろを目途に最終的な計画を

作成したいと考えております。 

 次に、久慈広域大規模道の駅整備についてお答えを

いたします。 

 現在の取り組み状況についてでありますが、昨年12

月に管内首長が一堂に会した久慈広域行政研究会が開

催され、連携して協議を進めていくことについて合意

がなされ、それを受けて担当者レベルでの勉強会を立

ち上げたところであり、今後とも勉強会を重ねる中で

の広域での連携による道の駅整備について検討を進め

てまいります。 

 次に、市道久喜漁港線についてお答えをいたします。 

 当該市道ののり面は風化が進み、たびたび落石が発

生する危険な状況にありますことから、平成25年度か

ら整備に向けて測量調査等行ってきたところでありま

す。対策としては、緑化基盤剤の吹きつけにより、の

り面を覆い風化をとめる工法を計画しており、現在保



－47－ 

安林解除など用地確保のための準備を進めているとこ

ろであります。 

 また、当該区間は岩手県が進めております陸閘廃止

に伴う新たな防潮堤の建設予定地でもあり、その協議

調整も必要となってくるものと考えておりますが、早

期に通行の安全が確保されるよう努めてまいります。 

 次に、長内地区の雨水排水対策についてお答えをい

たします。 

 当市の雨水排水対策につきましては、現在浸水被害

戸数も多く緊急性が高い川貫地区及び門前、天神堂地

区において、雨水排水ポンプ場や雨水排水路の整備を

進めているところであります。 

 長内地区の雨水排水路の整備につきましては、現在

都市計画道路広美町海岸線整備事業とあわせて一部雨

水排水路の整備を進めており、その他ご指摘の箇所に

つきましても測量調査などに向けて準備を進め、今後

とも早期整備が図られるよう検討を重ねてまいります。 

 最後に、総合防災公園整備事業についてお答えをい

たします。 

 その進捗状況についてでありますが、測量調査及び

ボーリング調査を終え、現在は一時避難場所となる多

目的広場と福祉の村から夏井町を結ぶ園路などの詳細

設計を行っているところであり、時期を捉えて計画の

説明を行ってまいります。 

 以上で、新政会代表、泉川博明議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  新政会代表、泉川博明議員

の教育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 最初に、野外教育についてでありますが、現行学習

指導要領においては、学校教育において児童・生徒に

生きる力を育むことを目指し、創意工夫を生かした特

色ある教育活動を展開することとし、各教科等の指導

にあたっては自然体験活動を含めた体験的な学習の充

実を重視しております。 

 現在、久慈市の全ての小中学校で特別活動や総合的

な学習の時間、学校行事において宿泊学習、遠足、農

作物の栽培といった自然体験活動に取り組んでおりま

す。また、郷土料理体験の学習や新巻き鮭、イクラづ

くりの漁業体験など、地域の特色を生かした工夫の見

られる学習を展開している学校もあります。 

 教育委員会といたしましても、子供たちの生きる力

を育むために自然に触れる体験が必要であるという認

識のもと、各学校が地域と連携を図り、体験活動が適

切に実施されるようさらに支援してまいります。 

 次に、総合運動公園基本構想の具体的内容について

でありますが、基本構想につきましては、市民の意見

を聞きながら取り組むことが肝要と考え、今年度にお

きましては久慈市体育協会から各種目別協会や、各地

区体協の必要と考える施設や設置場所の候補地につい

て意見を取りまとめていただくとともに、各地区市政

懇談会等におきましてもご意見をいただいてるところ

であります。 

 新年度におきましては、総合運動公園整備基本構想

策定事業により、適地選定にかかる各種条件の比較検

討や配置する施設の概略、必要規模及び概算工事費な

どについて試算するとともに、整備に要する財源の検

討等を進めてまいります。 

 以上で、新政会代表、泉川博明議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  それでは何点か再質問させて

いただきます。 

 まず、質問項目３でございますけども、地方創生に

ついてですが地方自治体は、地方創生には地方の財源

の拡充を最も強く要望しているようです。また、地域

の施策は雇用の確保を最重視していると仄聞いたして

おります。 

 地方創生法が制定されたことにより、政府は都道府

県と市区町村に対しまして各地の実情に応じた地方版

戦略を策定する努力義務を課し、全自治体に2016年３

月末までの戦略策定を求めております。 

 消滅しかねない地方自治体も出てくるのではと言わ

れております中、当市といたしましても地方版戦略策

定を重要課題とし、当局と議員とが一体となって真剣

に取り組んでいくべきと考えますが、再度ご所見をお

伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの地方創生の総合計

画の策定につきましてでございますけども、議員お話

のとおりこれにつきましては執行部側がつくるという

ものではなくて、市民の皆様にもぜひ積極的に関与し
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ていただきまして、やっぱり活発な意見交換する中で

将来の久慈市をどうつくるのかと、市民の皆様にも当

事者となって取り組んでいただきたいと思っておりま

す。 

 議員の皆様、市民の代表でもありますので、久慈市

の議員の皆様とも意見交換の場を数多く設けて、いい

計画を、しっかりした計画をつくってまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  わかりました。それでは、次

に質問項目の４番でございますけれども、ふるさと納

税についてですが、市長は施政方針演述でもふるさと

納税寄附金の制度拡充を進めていくと申されておりま

す。 

 現在、ふるさと納税ブームが全国的に加速している

中、新聞でも報道されましたが納税額のベスト10に、

昨年山形県の天童市が７番目に入り、４億7,538万円

となっておりました。私自身、大変魅力のある納税者

寄附金と感じたところであります。当市といたしまし

ても、創意工夫をなお一層凝らし、納税額をふやし、

潤いのあるまちづくりにつなげていけたらと思います

が、考えをお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ふるさと納税についてでござ

います。先ほどお答えいたしましたとおり、久慈市の

状況、昨年からは1,000万程度伸びておりますが、総

額としては1,500万余りという状況でございます。 

 全国的には、まだまだ寄附金額の合計多いとは言え

ない状況でございます。こういったふるさと納税を通

じまして、久慈市の産業振興を図ることが可能である

というふうに考えておりますし、全国の皆さまからこ

の久慈市に関心を持っていただけるというふうな、非

常に期待できる媒体方法だと思っておりますので、こ

の記念品の内容等につきましても、市内の事業者の皆

様からもっともっと積極的な提案をいただき、久慈市

としても全国ＰＲに努めてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  天童市の人口ですけども、昨

年６月の１日でございますか、久慈市の約倍ぐらいの

人口なんですけども、久慈市としてもいろいろな特産

品があるわけですので、ひとつ頑張っていただきたい

と思います。 

 次に、質問項目の11でございます。漁業振興につい

てですが、先ほどの答弁では、今年度も昨年に引き続

き無償配付のようなんで安心しております。実は、岩

手県の11、12月のアワビ漁は、磯根漁業者にとりまし

てはまさに冬のボーナスとも言われております。今年

の放流数は、仄聞するところによりますと当市におか

れましてもまだ不足のようでございますので、１年で

も早く、少なくとも震災前と同様ぐらいの稚貝放流が

実施できますよう、県に対しまして強く要望していく

べきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  アワビの稚貝放流に

関して、県のほうにも要望ということでございますけ

れども、いずれアワビにつきましては本市水産業の基

幹をなすものでございます。今後とも、この放流事業

を継続的に実施をできるように、そしてまたでき得る

ならば無償配付が続けばいいわけでございますけれど

も、いずれ磯資源を確保できるように努力してまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  ぜひ努力していただきたいと

思います。当地区の久喜地区のことを申しますと、全

く放流の予定計画数量まではもう半分ぐらいしか届か

ないもんですから、何とか頑張っていただきたいと思

います。 

 次に、質問の12の（２）でございますけども、①に

ついてですが、復興飛躍に向かって着々と前進してい

るわけですが、昨年の暮れには小袖海女センターが完

成し営業、そしてまた地下水族科学館もぐらんぴあが

今年の秋には完成の予定となっております。注目の観

光２施設が動き出すことにより、多くの観光客を期待

しているところでもございます。 

 お尋ねいたしますけども、あと何日かですが３月14

日に北陸新幹線が開業となり、そのことにより鉄路で

訪れます当市への観光客の減少が心配されます。大型

観光バスやマイカー等はそれなりに期待できると思い

ますが、北陸新幹線開業の影響をどのように捉えてい

るのかお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  北陸新幹線の開業に



－49－ 

伴ってどのような影響かということでございます。確

かに、北陸新幹線開業に伴ってそちらの北陸の方面に

向かう、首都圏等から向かう観光客の方はかなり多く

なるのではと推量しているところでございます。 

 私たちといたしましては、これまでいろいろ久慈市

の食、それから生活、あるいは観光資源、そういった

ものをＰＲしながら取り組んできたところであります

し、それについてはさらにまた積極的に進めていきた

いと思っております。 

 幾らかそういった影響はあるかとは思うんですが、

その影響を何とか食いとめるような形で関係機関等と

連携しながらＰＲ活動、情報発信に努めていきたいと

そのように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  わかりました。頑張ってくだ

さい。 

 次に、質問項目の12の（４）でございますけれども、

久慈広域大規模道の駅整備についてですが、大規模道

の駅は観光、地域の雇用と就業、地域のコミュニティ

等の拡大効果があると思われますことから、久慈広域

の活性化のためにも必要であると思います。また、災

害時等の拠点にもなると思われますので、じっくり協

議を重ね設置に向かって頑張っていただきたいと思い

ます。 

 先ほどの市長の答弁を聞いておりますけども、再度

このことについてお聞かせ願えればと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  高速道路完成を見通したこの

地域の大規模な道の駅の計画についてでありますけれ

ども、無料の高速道路がこの三陸沿岸を走るとなりま

すと、冬場は特に雪がない地域を車が走ると。長距離

貨物トラックのみならず、多くの車の流れがこちらに

来るというふうに考えておりまして、そのためには利

用者の方々のためにもきちんとした休憩所が必要だと

思っておりますし、当地域にとってやっぱりここを観

光、あるいは産業振興の拠点とできるものというふう

に考えております。 

 現在、東北整備局も非常に関心を持っていただいて

おりまして、この勉強会に一緒に参加したいというふ

うな申し出もいただいております。現在、管内の市町

村それぞれ人口減少と少子化が進んでおりますので、

それぞれが設置を検討するということではなく、やは

りこの地域上げて魅力のある、地場のものを提供でき

る、そういう魅力のある施設にするためには、規模を

大きくしなければいけないというふうに考えておりま

す。 

 管内の町村長さんのご理解もいただいておりますの

で、まだ若干開通まで時間がございますので、それに

間に合わせられるように合意形成を図ってまいりたい

と思っております。これにつきましては、議員の皆様

のご意見等もぜひちょうだいしたいなというふうに考

えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  ありがとうございました。実

は、昨日私個人で普代まで行ってきました。普代自動

車道を走ってきたんですけども、そして帰りは街なか

ですね。やはりどうしても街なかの部分が何かこう寂

れてるなあという感じもないわけでもなかったんです。 

 ですから、例えば場所的にはまだ未定かもしれない

けれどもやはりそういう、１カ所で通り過ぎるのじゃ

なく、たまに寄って運転手さんが休む場所とかいろい

ろな期待できますんで、買い物とか、そうすれば例え

ば久慈の特産品でもいろいろ売れるわけですので、ひ

とつ一生懸命頑張っていただきたいと思います。ご答

弁は要りません。 

 次、質問項目の13、市道久喜漁港線についてであり

ますけれども、答弁のとおりまさしくそのとおりでご

ざいます。復興の事業で、海側のほう設計変更になり

ましてあの防潮堤がかさ上げをやることに決まりまし

た。そのことについて、私も重々承知しておりますけ

れども、何月ごろでしたかね落石がありまして、今バ

リケードをやっている状況でもございますので、ぜひ

早急に対策を講じることが大事であると思いますので、

そのことについて一言ご答弁を願えればと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  久喜漁港線のご指摘の場所

でございますが、落石等たびたびあるということは市

のほうでも確認しております。そのために、できるだ

け早い時期に整備するように努めてまいりたいと思い

ます。 

 今現在は保安林の解除、こちらのほうの事務等を進

めておりますので、これに伴いまして県の防潮堤、こ

ちらのほうの設計、それから現地のほうが大体どのよ
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うになるか決まらないとのり枠等もなかなかに決めれ

ない状況になっております。その辺が決まりましたら、

できるだけ早い時期に整備するように心がけていきま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  それでは、泉川議員の質問に

関連いたしましてご質問させていただきます。 

 質問項目の１番目、５番目、12番目の（１）と

（３）、質問項目のあと14番目についても質問させて

いただきたいと思います。時間があるようであれば他

の項目についてもお聞かせいただきます。項目ごとに

お聞きいたしますけれども、項目順とはならないので

その辺はご了承をお願いしたいと思います。 

 初めに、14番目の（４）の長内地区の雨水排水対策

についてお聞きいたします。 

 測量調査を考えたいというお話があったように思い

ました。12月には、上長内町内会長名によりましてイ

ンフラ整備の要望が市長宛に提出されておりまして、

その中には地域の雨水排水対策及び土砂流出防止対策

も要望されております。 

 12月議会の一般質問に対しましても、市長は町内会

と協議しながら個別の事業導入について検討を進める

と答弁をしておりますし、９月議会においては部長は

地域の環境がよくなるように早期に協議を進めたい、

来年度から予算をとり、できれば一部でも工事をした

いとご発言されております。 

 本定例会には、27年度予算も提案されておりますが、

この地域の雨水排水対策及び土砂流出防止対策にかか

わる予算はあるのか、また今後の補正として検討は考

えているのかお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  上長内地区、長内町の土地

区画整理事業が終了、廃止になった場所のご指摘のそ

の雨水対策等につきましてですけれども、今現在予算

等含めて検討しているところでございます。これらに

つきましては、できれば測量等を入って早期に整備す

るように心がけていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  早期に進めていただけるよう

なご答弁だと理解いたしました。その辺は、自分で用

水路を直しながら住宅を建てているという場所もあり

ますので、本当に早期な整備が必要と考えますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 次に、質問項目１番目に戻りますが、津波避難訓練

についてであります。 

 泉川議員のご答弁には、マニュアルをつくって退避

ルールもつくったということで、私どもも消防団活動

しておりまして、このマニュアル、退避ルールは、15

分前にはすぐに避難しろということで大変いいものだ

と思っております。 

 東日本大震災の予想津波警報の際には、あとに避難

場所や避難道路にかかわりましてさまざまな問題がそ

の体験により見出されております。それによりまして

対策もさまざま、道路等の構築等なされていると思い

ます。 

 そのような中で、先月２月17日に発生しました三陸

沖地震がありました。津波注意報では、復興関連工事

を含めた漁業者等が海岸部で多数作業している方もい

らっしゃいまして、当市では避難指示が出された区域

もありました。 

 一部では、避難所周辺での渋滞も発生しております。

当市への津波は、押し波で20センチメートルというこ

とで観測されておりますけれども、幸いにも被害など

が発生するほどの津波ではなかったものの、避難指示

に従い指定された避難場所へ避難された方々が数多く

いらっしゃいました。 

 この避難指示は、災害対策基本法第60条では判断は

市町村長が行うこととなっております。この判断につ

いてはここでは触れませんけれども、避難指示が出さ

れた時点で市内の避難所が何カ所開設されたのかお伺

いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  避難指示で市内の避難所

の何カ所が開設になったのかというご質問でございま

す。 

 まず、津波注意報発表によります避難指示につきま

しては、漁業従事者、それから沿岸港湾施設等で仕事

に従事する方、それから海水浴客等を念頭にいたしま

して、海岸堤防より海側の地域に避難指示を発令して

いるものでございます。海岸堤防の陸側に避難する、

もしくは建物の２階等高い場所に垂直避難することに

ついて、その情報を適用しているものでございます。

したがいまして、現在は避難所の開設はしていないと
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ころでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  今回の避難指示では開設しな

かったということでございました。昨年４月につくら

れました久慈市総合防災ハザードマップ、地震津波編

というのがあります。これによりますと、津波避難場

所一覧には17カ所の避難場所が記されております。 

 津波注意報が発令されまして、その警報と注意報の

違いもありますけれども、地元自治体からはそして避

難指示というものが出されますと、市民は当然避難行

動をとるものと思います。 

 例えば、長内地区であれば徒歩の人は元の久慈東高

校長内校とか諏訪神社と、車両であればほとんどは避

難場所に指定されております久慈総合運動場を選択す

るものと考えます。 

 久慈総合運動場は年中開放されている施設ではあり

ません。夜間は閉鎖されている施設でもあります。他

の施設にも当てはまる部分はありますけれども、徒歩

での女性とか老人、工事関係者を含む多くの車両など、

避難者が殺到することを踏まえた避難所の初動体制と

いう、それの整備が少し不十分なのではないかと感じ

ます。 

 避難指示を出すような状況では、避難所の開設を行

う等の対応が必要とも考えますが、その辺の今後にお

ける対策どのように考えてるかお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  先ほど議員さんからご指

摘がありましたように、総合運動公園このゲートが開

いてなくて避難した車両が渋滞していたといったよう

な状況がございました。 

 この総合運動公園については、冬期間は閉鎖されて

いると。そしてたまたまその日が体育協会の休日だっ

たということもございましてご迷惑をおかけしたわけ

でございますが、今後の対策でございますけれども、

こういった教訓をもとにただいま注意報での避難所の

開設、これについても検討しているところでございま

すのでご理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  今注意報についてのさまざま

な避難対策というのはこれからも考えていただけると

思います。たまたま休日だったということもあります

けれども、災害、津波、その他いつ起こるかわからな

いというのが自然災害でございます。 

 その辺を踏まえて考えていただきたいんですけども、

またこれまで行ってきた津波避難、避難訓練は６月の

早朝６時からというのが通常でありました。さまざま

な津波発生状況を考えますと、たまたま休日だったと

いうこともありますけれども、それを考えながらです

が毎年ではなくてもいいものと考えますけども、例え

ば夏場の暑い盛りとか冬場寒い時期、また夜中という

時間も考えられますのでそういう暗い時間帯という避

難訓練を開催することも考えていいのではないかと思

います。 

 実際に参加する人の人数というのは減ると思います

が、そういう状況でも災害はやってくるということも

考えなければいけないと思いますが、ご所見をお伺い

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ただいまご提言がありま

した、今の避難訓練というのは早朝行っているわけで

ございますけれども、児童・生徒を含めた例えば避難

路もできましたので、そういった避難路を活用した児

童・生徒の避難訓練も踏まえますと、やはり時間帯早

朝ですとちょっと児童・生徒の参加は見込めないのか

なということでございまして、その時間帯についても

今内部ではどうしたらよいかということについて検討

を行っているところでございます。 

 ずっと早朝行ってきた訓練でございますので、変え

るということについては多少、じっくり検討が必要か

なというふうに思います。消防団の皆さんの参加もご

ざいますので、日中ですと例えば会社勤めの方は参加

できないとかそういった事情もございますでしょうし、

そういったことについてどうやったら参加者が増える

のか、もしくは子供たちにも避難訓練を体験していた

だけるのかといったことを検討してまいりたいという

ふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  さまざまな避難訓練の方法を

考えながら、皆さんが安全に避難できるような構築を

していただきたいと思います。 

 それでは次に、質問項目の５番目の市のホームペー

ジについてでございます。泉川議員への答弁では、誰
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もが見やすく使用しやすいというお答えもいただいて

おりました。観光のほうで、ここのホームページのこ

とではなかったんですけども、観光ホームページを外

国語でというご答弁もいただいておりました。 

 インターネットのホームページというのは、今や情

報収集の一番簡単なツールとして、小学生からご年配

まで多くの方々が利用しております。閲覧している間

に、偽の例えばウェブページに誘導されたり、ホーム

ページ自体が改ざんされ乗っ取られるという事態も発

生しております。 

 先ほどのご答弁にもありましたが、その辺のセキュ

リティ対策はしっかりしているということでしたんで

安心はいたしましたが、そこでホームページのデザイ

ンのほうになりますけれども、誰もが見やすい使用し

やすいデザインとするとしておりますけれども、現在

久慈市のホームページは外国語表記には対応していな

いんですけれども、観光のほうは考えているというこ

とでしたけれども、今後その観光を考え、海外からの

交流人口というのは視野に入れるのは当然ということ

になりますが、日本を訪れる国、最低でも４カ国から

５カ国語ぐらい表示できるように改善する必要がある

ものと思いますけれども、その辺の考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  ただ今議員お話のと

おり、日本に訪れる外国人観光客も、最初はやっぱり

市のホームページとかそういう部分でいろいろ調べて

から来るような方も多いかと思います。 

 ただ、先ほど観光の部分で市長が答弁いたしました

とおり、観光のほうでも外国語対応のホームページを

現在作成中でございますので、そのホームページにで

きればアクセスいただくような形で市のホームページ

にもリンクできるような形で周知を図ってまいりたい

と思います。 

 なお、外国人に対する市のホームページの対応等に

つきましては、今後他市の状況等いろいろ調べながら

研究してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  そうしますと、今おっしゃっ

ていましたホームページ、市のホームページからの観

光の部分ではなくて、そういうホームページ単独のも

のを作成するということになるんでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただいま外国の旅行

者向けにということでつくっておりますホームページ

でございますが、それにつきましては単独のホーム

ページを開設予定をしております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  それでは、単独ということで

したが、本体のほうの市のホームページのほうの多言

語化も努力いただければと思います。やはりどうして

もそういうとこを見て海外の方は情報収集してきます

ので、ご努力いただければと思います。 

 次に、質問項目12番目の１、中小企業、小規模事業

者支援についてであります。 

 商工会議所との連携については、ご存じのとおり商

工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関す

る法律というのがあって、そこでその機能を活用して

小規模事業者の経営の改善、発達を支援するというこ

とになっております。26年度補正予算と27年度予算、

国のほうですけども、中心市街地活性化基本計画にも

新たに盛り込めるような事業も見受けられます。 

 昨日からは、小規模事業者操業希望者の補助金申請

書類の作成をサポートする補助金申請サポートという

のも開始されているようでございます。県の中心市街

地活性化事業、推進事業もさらにこれは活用し、商工

会議所にある久慈市中心市街地活性化協議会との連携

も深められれば、中心市街地事業所のみならずそれ以

外の市内の多くの小規模事業者にも支援できる道筋が

開けてくるものと思いますが、その辺のご所見をお伺

いできればと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただいまご質問あり

ました商工会及び商工会議所による小規模事業者の支

援に関する法律、こういったものが施行されておりま

す。それに伴いまして、商工会議所のほうでは支援を

する計画を来年度つくっていくということと伺ってお

ります。 

 我々といたしましては、そういった商工会議所さん

のつくる計画に沿って、さらにそれにこちらの市サイ

ドとしても対応策といいますか推進策を充実させまし

て、連携を深めながら推進してまいりたいと考えてお
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りますし、中心市街地の活性化推進協議会こちらのほ

うともいろいろな面で情報交換をしながら中小企業、

特に小規模事業者そういった方々の経営安定に向けて

取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  そのように進めていただけれ

ばと思います。 

 次に、質問項目12番目の（３）の第２期中心市街地

活性化基本計画についてであります。 

 これからワークショップを行い素案をつくるという

ことで、秋ごろということでございましたけれども、

お聞かせいただいた意見、要望は今後の第２期中心市

街地活性化基本計画に十分反映されてくるものと思い

ます。 

 そこで、市長が答弁等でよくおっしゃっていること

にＰＦＩの活用というものが、そういうものを入れた

計画を策定することが上げられておりますけれども、

３月２日より当市のホームページにおきまして、久慈

駅前複合施設民間活力導入可能性調査等業務にかかる

プロポーザルの公募についてとして参加企業の公募を

行っています。この辺の内容をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただいまプロポーザ

ルの募集をかけております。これにつきましては、先

の本会議で補正予算ということで採択いただきまして、

それを債務負担ということで事業を今進めているとこ

ろでございますが、中身でございますがまずワークシ

ョップの支援、それからモデル施設計画の策定、それ

からさらには民間活力の導入の可能性、そういったも

のを推進するために委託して事業を進めようというも

のでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  泉川議員の質問に関連質問

させていただきます。 

 ６番の再生可能エネルギーについて質問したいと思

いますが、産業振興の観点から常々私は不思議だなあ

と思ってた部分がありまして、その点について質問し

たいと思いますが、これはほとんど皆業者の方々が取

り組んでるわけですよね。太陽光もそうなんですが、

お金になるから業者が取り組むわけですよね。私はな

ぜ行政がこれを取り組もうとしないのかなと思ってん

ですよ。 

 いわゆる太陽光の関係で、もうほとんど送電線網が

今の段階ではかなり限界になってるということでござ

いますが、先般風力発電、これ地元の方々、私どもの

地域にも説明があったわけですが、状況説明がですね。 

 半崎のあたりから私どもの国道45号線側に向かって

大体、今３基ぐらいしか備蓄の関係でつくれないとい

うことだそうですが、３基ぐらいしか設置できないと

いうような説明でしたけれども、業者がわざわざ遠く

から出向いてきて事業を行うと。ところが、久慈市な

り地元の行政はまずやらない、取り組まないと。なぜ

なんでしょうね。 

 私は、行政の財政を潤すためにも産業化の観点から、

財政が厳しい厳しいとよく言いますけれども、なぜ自

分の自治体でお金をつくるような手法をとらないのか

なと、私は常々そう思ってるんですよ。本来は行政た

りとも自分の地域で金をつくらなければいけないわけ

ですよね。まず市長答弁か産業開発のあたりで答弁す

るのかわかりませんが、答弁お願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  奈良産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（奈良透君）  なぜ市のほうで取

り組まないのかというご質問でしたけども、市で直営

で導入するということも確かに考えられるんですけど

も、例えば今市で取り組んでる風力発電なんですが、

2,000キロワットクラスで１基約６億から７億かかる

ていうことで言われておりまして、かなりの高額の事

業費が必要になるということで、先ほど議員からもい

ろいろお話がありましたけどもそういった資金面の問

題、それから技術的ノウハウですか、なかなかそれが

ないということと、それから建設後、その維持管理費

がまた必要になるということ等々いろいろさまざまな

問題がございまして、なかなか難しいものがあると思

っております。 

 これも、先ほど議員のほうからお話ありましたが、

再生可能エネルギーの導入に当たりましては、市民が

メリットを感じることが肝要であるということであり

ますことすから、民間事業が導入される場合には、た

だ発電事業をするだけではなくて、地域の要望に応え

られる何かしらの地域貢献策を考慮していただけるよ

うに、事業者には話をしてまいりたいと思っておりま

す。 
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 いずれにいたしましても、導入に向けた取り組みに

つきましては、現時点では民間の事業として取り組む

ことが一番いいのかなと思いますけども、今後国内の

先進地の事例等も参考にいたしまして研究してまいり

たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  私とは随分、部長視点が違

いますね。私は、物を考えるのに対していわゆる地元

で発電するならば、それを今我々市民が電力から電気

を買ってるわけですよね。久慈市でそれを手がければ、

当然久慈市で市民に対してそれを供給できるわけです

よね。 

 いわゆる久慈市でつくって久慈市でそれを市民に売

って、そして税収も入ってくる、お金入ってくる、そ

ういう産業構造をつくってかないと、今のように人ば

っかり当てにしてたらいつになったって久慈市が潤う

わけないんですよね。 

 私は物の考え方が違うと思いますよ。遠藤市長も１

年はまだ来てないんですけどもそろそろだんだん近く

なってきて、遠藤市長も独自の施策を市民に、私はこ

れをやるんだというような施策をそろそろ打ち出す時

期に来てるんではなかろうかなと思います。 

 やはり先ほどの人口減少問題等でもそうですが、市

民の声を聞くのはもっともなんですよ。これは市長で

すから、聞かないと方向性が違うととんでもないこと

になりますからね。でも市民の声を聞くだけではちょ

っと先に進みませんね。 

 そういうことでやはり、話があっちこっちいって大

変申しわけないんですが、お金をつくる、生み出すそ

の施策あるはずなんですよ、間違いなく。それは考え

方の発想だと思ってます。 

 事業体が、会社を組織を持ってる方々は皆そういう

発想のもとにやるわけですよね。行政はそれを市民の

ためにいろいろと、それなりの力を発揮してるわけだ

けども、でも予算をつくるような、税金のそれこそ国

からの云々かんぬんというのは当然やってますけども、

独自の久慈市ではそういう事業の取り組みは恐らくな

さっていないんではないかなと私思うんですが、私の

記憶違いでないと思います。 

 そういう何らかのもう少し、人の袖ばかり当てにし

てないで、言葉悪いですか、そういう施策を考えるべ

きではないかなと。アイデアをもう少し絞り出して何

とかなりませんですかね。誰か答弁してください。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  非常に興味深いご提言をいた

だいたというふうに思っております。地方自治体は、

財源確保これをしっかりしていきませんと住民サービ

スの財源が確保できないと、そのような厳しい状況も

ございますけども、民間企業と同じような視点で収益

の上がる事業に取り組むという、そういう組織でもな

いというふうには思っております。 

 そうは言いましても、第三セクターという形で久慈

市でも運営している事業もございます。全国的にもた

くさんございます。この自然エネルギー、太陽光発電

については、ご指摘のように民間企業が手がけるとい

うことは収益性があるという観点でございますけども、

そういったものについてはできるだけ基本としては地

元の皆様も参加をいただきたいというふうに思ってお

ります。 

 儲かるから市が参加するということではなくて、そ

ういった明らかに収益性が高いという事業については、

市民の皆様にそういった事業を手がけていただきたい

というふうに思っております。 

 そうは言いましても、全国的にはかなりたくさんの

第三セクターもございます。市町村が出資して株式会

社を経営するという形態は当然ございますので、そう

いう農業、基本は観光振興、あるいは一次産業の振興

というふうな視点から取り組んでいるケースがほとん

どだと思っておりますので、そうは言いましても発想

の転換も必要じゃないかというご指摘でございますの

で、これについては全国の事例含めて勉強してまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  木ノ下議員に申し上げます

が、大変関連質問すばらしい質問なんですが、いずれ

要旨に外れないように、そしてまた後日改めて髙屋敷

議員のほうからも通告されてますんで、よろしくお願

いを申し上げます。 

○６番（木ノ下祐治君）  それでは議長からちょっと

注意がございましたので、じゃあ違うほうに移らせて

いただきます。本当はもっと、せっかくの資源がある

からその資源を利活用するという発想のもとにお話し

たわけでございますので、後は後ほど髙屋敷さんのほ

うから明日あたり何らの話があると思いますので。 
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 それでは、10番、市有林の管理計画について。これ

は、部長、雑木林若干50年ぐらいでもいいんですが、

どれぐらいの面積があるかわかりますか。それと60年

以上の針葉樹がどの程度あるか、大体でもよろしいん

ですがわかりますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  市有林に関してとい

うことでよろしいでしょうか。市有林につきましては、

アカマツが約９町歩、９ヘクタール、それからスギが

148ヘクタール、カラマツが239ヘクタール、その他が

421ヘクタールほどとなっておりまして、約1,843ヘク

タールという内訳になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  私はなぜこういう質問しま

すかというと、先ほどじゃないけども財政が苦しい財

政が苦しいと言うんですよね。ですから今何の木がど

れぐらいあるかなと雑駁に聞いたわけですが、せっか

く、例えばアカマツ、針葉樹はこれ植林しなければ生

えてこないわけですが、アカマツは多少生えてくると

しても雑木の場合、大体35年以上大体40年ぐらいたっ

た木を、それ以上の木を切りますと、新芽が出たとき、

そのとき雪とかそういうのですごく芽が欠けやすくな

るんです。つまり、これ以下の若木で切るとすごく木

の若芽が丈夫なんです。つまり、雪とかそういうので

新芽が欠けなくなると、欠けがたいと。ところが、も

う極端に言うと、50年以上の木を切ると、雑木なんか

を切ると、そこに全然木が生えてこないときがあるん

です。つまり更新できない、木自身が。若木で切ると

黙ってても、邪魔だってもすぐ生えてくるわけですけ

ども。 

 そういう状況の中で、なぜ市有林は、恐らく私が多

少なりとも知ってるとこであれば、結構、50年からか

なり超えた部分などもありますよね。部長も頷いてま

すから、間違いなくそうなんですが。なぜ、今まで、

こういう、その資源管理とか、水とか云々かんぬんと

いう、自然云々と言いますけども、財政が苦しい、苦

しいと言って、いわゆる回転させないわけです。資源

の循環をすればいいんです。 

 市の財政を担当する方々は、この山についてはほと

んど素人でしょうから、それを特別、云々かんぬんと

いうつもりはないんですけども、せっかくの財源があ

る。だけどもその財源を利用しきってない。そういう

状況があるわけです。ですから、その職員の皆さんに、

これをあんまり強く言っても、「ああ、そんなこと言

われても」と言うかもしれませんが、もう少し、市有

林のせっかくある財産をもっと効率よく、回転させた

ほうがよろしいと思います。 

 そうすれば、恐らく、簡単な話をすると市長、あれ

ですよ、金が苦しいのであれば、１億や２億の金をつ

くるには簡単にできると思います。すぐできます、こ

んなもの。 

    〔発言する者あり〕 

○６番（木ノ下祐治君）  いやいや、野次飛ばしても

いいけども。山のこと全然知らないでしょう。 

 木はそれぐらい価値があるんです。幾ら、今時、木

の価値が下がった、下がったといっても、それぐらい

価値があるんです。これぐらい大面積をもってくると。

ですから、もっと市有林の管理計画、きちんともう少

し計画を練らないと。はっきり言って、森林組合にば

っかり任せていても、とてもじゃないがこれはできな

いと思います。そっちのほうに組合長もおりますけど

も。 

    〔発言する者あり〕 

○６番（木ノ下祐治君）  いやいや、はっきりと私は

言います。私、参与になれと言われれば参与になって

あげます。それぐらい、山というのは価値があるんで

す。もちろん、自然的な環境もそうですけども、いろ

いろ貢献してるわけですが、そういうことで、もう少

し市有林を、久慈市の市民のためにお金にするなりな

んなりする、もっと上手に回転させたほうがよろしい

と思いますが、そのお考えについてお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  市有林の管理、きち

んと、しっかりと管理すべきというふうなご質問でご

ざいますけれども、この市有林の管理の方法につきま

しては、平成20年からこれまでですけれども、まず現

況の調査ということと、それから境界の保全、あるい

は長期の20年スパン程度の長期方針、それから立木の

販売等々について検討をしてきているところでござい

まして、まだ、その管理計画策定というまではいって

ませんけれども、まず、策定できる段階まできてると

いうふうな状況でございまして、今後、これまでの調

査、検討の結果を踏まえて、策定をしていきたいとい
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うふうに考えているところでございます。 

 なお、50年経過した立木等もたくさんあるわけです

けれども、これらについては、当時の木材動向と言い

ますか、そういったことも要因があるのかなというふ

うに捉えてるところでございます。しっかり、管理し

てまいりたいと思いますのでご理解をいただければと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  ほんとは、もっと違うほう

もやりたかったんですが、時間がないのでこのまま行

きます。 

 今の木材業界、製材所等も含めてです。これが、今、

木材を求めている樹齢、それは、昔のように100年木

は、全然求めてないんです、今は。必要ないんです、

ほとんど。神社、仏閣以外には、もう今の100年木と

かそういう木はほとんど使わない。いわゆる市販は今

合板とか、プレカットとかそういう方向にいきます。

ですから、針葉樹等は、もう60年あれば十分なんです。

ですから、今、県有林、国有林、緑資源機構なんかも、

みんな60年未満で切っています、ほとんど。60年とい

えばもう終期になってます、手入れしてますので。 

 そういうことで、やはり時代の流れ、今は何を求め

てるかということを勉強して、参考にしていただけれ

ばよろしいかと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  泉川議員の一般質問に関連し

て、何点かお伺いいたします。 

 まず、質問項目２番の人口減少についてお伺いした

いと思います。 

 この人口減少の背景は、これは社会、経済的な要因

が極めて大きく、これは国政が抜本的に、この少子化

対策を講ずるべきと考えますけども、地方も何もしな

いと自治体が行き詰まる可能性があるということで、

重要な課題であると、市長も言っております。 

 少子化の大きな要因としては、女性合計特殊出生率、

いわゆる子供を産む率ですか、これの出生率、の低下、

これがあると言われておりますけども、全国平均が

1.43となっておりますけども、久慈市の実態をどのよ

うに捉えているのかお伺いしたいと思います。 

 また、対策としまして、結婚できる環境。今度、新

規事業として、結婚支援の予算が計上されました。そ

れと、妊娠、出産にかかる産婦人科医療問題、あるい

は子育てにおいては、これについても新規事業として

第三子以降の保育料が無料化が打ち出されましたけど

も。そのほか学童クラブとか教育問題、さらに共働き

の支援等結婚や育児環境の整備のためのきめ細かな子

育て支援、あるいは住宅支援等をするべきと思うわけ

ですけれども、久慈市の最重要課題ということで捉え

ていることであれば、大胆に打ち出すべきと思います

が、ご所見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  合計特殊出生率の件

でございますが、全国平均で1.4ぐらいでございます

が、久慈市では1.7前後というふうに捉えております。 

 これは、33市町村中では高いほうでございまして、

市段階では高いほうから３番目というふうな状況であ

るというふうに捉えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  子育て対策、結婚対策等含め

て大胆に事業を拡大すべきと、非常にありがたいご提

言をいただきました。私も、ぜひ、そう取り組んでい

きたいと思っておりますが、一方では、やはり久慈市

の全体の財政状況も考慮しなければいけないというこ

とがございます。 

 高齢者で介護問題等も、非常に差し迫った問題とし

て困ってる方もたくさんいらっしゃいますし、産業振

興も取り組まなければいけない。医療費の大幅な赤字

問題等もあるというふうなところもございます。 

 だから、今のままでもいいというふうには、全く思

っておりませんので、今後とも、ぜひ、久慈に住めば

子育てもしやすい、あるいは結婚の環境もいいという

ふうに評価していただける、そういうふうなまちづく

りを進めたいと思っておりますので、今後とも、そう

いう視点で考えてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  ぜひ、そういった形で進めて

いただきたいと思いますけども、子供が出生しないの

は、20歳から39歳、いわゆる子供を産める女性の人口

が減少があるからと言われておりますけども、先の増

田レポートでは、2040年には61.9％、この年代が減少

するという指摘があったわけですけども、当市として
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はこの点をどのように捉えているのか。また、その対

策についてもお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  増田レポートは、ご指摘のと

おりの内容となっております。久慈市、2040年度にお

きましては、６割以上出産適齢期の女性が減少すると

いうことになっております。 

 実際に、高校卒で就職を希望している女子生徒、久

慈市の場合は、ことしの３月、市外に就職をすると決

めた方が７割５分程度いるというふうに、ハローワー

クからお聞きしております。ほんとに大事に育てた若

い人たちが、特に女子生徒が男子以上に市外に就職を

しているという実態がございます。 

 一方では、久慈市内で、そういった若者の雇用をし

たい。しかしながら、人を確保できないという企業か

らの声もたくさん聞いております。 

 久慈東高校１学年200人の定員がございますけども、

その約半分100名程度が、ＩＴ、あるいは商業簿記、

そういった関係の専攻をしているというふうに聞いて

おりまして、その希望職種が久慈市においてはなかな

かない。その結果、外に出ざるを得ない。あるいは外

を希望していく、特に女子生徒が毎年７割から７割以

上というふうな実態がございます。 

 現在、ブロードバンドの基盤整備も、久慈市内で３

月を目途に、今月末で整備を進めております。こうい

ったものを使いまして、首都圏方面のソフト会社の誘

致等も、これも積極的に進めたいと思っております。 

 ＩＴ関係を勉強したから、ＩＴを仕事としなければ

いけないという決まりはないわけでありますけども、

やはり勉強したものを生かしたいというふうな子供た

ちがたくさんいらっしゃいますので、そういった子供

たちの就職の場も確保していかなければいけないと思

っておりますし、あわせまして、縫製関係も、人が足

りないというふうな声がたくさん寄せられております

ので、そういった面にも子供たちの目を向けてもらえ

るような職場体験含めて、そういった動きも、久慈市

としても積極的にとっていきたいと思っております。 

 何としても、男子を含めまして若者が地元にできる

だけ残っていただくというふうにしないと、少子化が

止まるということになりませんので、そのためには、

仕事先をふやす、あるいは給与水準も企業にも頑張っ

ていただいて上げていく、あるいは結婚もしやすい環

境、子育てもしやすい。そうしますと、関連では高齢

の親御さんがいても、ちゃんと地元で暮らしていける、

面倒みれる。幅広い分野がつながっていかないと、全

体がよくなっていかないと、地元定着というのはなか

なか一長一短にはできないというふうに考えておりま

す。 

 そのようなさまざまなことを、どんどんやっていく。

あわせまして、そういった対象の若い人たちの久慈市

に対する声も聞いていかなければいけないと思ってい

ます。久慈市は、さっぱり遊ぶところがないとか、街

が元気がないという話もありますので、そのためには、

どういったものがあればいいのかといった声も、これ

は、やっぱりその世代の子供たちに聞いていかなけれ

ばいけないと思ってます。 

 そういった面の施策も考えていこうと思っておりま

す。それが、ご指摘のように、この20代、39歳までの

若い女性が、特に魅力を感じていただける久慈をつく

っていかなければいけないというふうには思っており

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  今、高卒の若者が都市圏に流

出して、なかなか地元に残らないと言われますけども、

地元の企業が、若者に対して余り魅力を感じないのか

なという思いがあるわけですけども、結構、一旦出る

けども、戻ってきている方もいるようです。Ｕターン、

Ｉターンですか。 

 こういった人たちの定着、定住支援、こういったの

を強力に推進するとか。久慈には、たくさんの資源が

あるわけですけども、それから今、ＩＴの話も出まし

た。今、若い人たちがそういったものにものすごく関

心があるわけですけども、そういった若者による起業、

いわゆる起こす業、これに対しての支援することによ

って、若い人が起業家になることによって、働く人も

若い人たちが働ける環境が整うのではないかと思いま

すけども、再度、ご所見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  起業家の育成、非常にこれが

大事だとも思っております。駅前の再開発の事業を進

めておりますが、駅前が行政主導で変わるということ

だけではなくて、ぜひ、中心商店街のシャッターが上

がると、そういう動きをつくらなければいけないと思

っております。そのためにも、よそ者を含めて若い人
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たちが、お店を始めようと、起業をしようと、そうい

う動きが出ないとシャッターは上がらないというふう

に考えておりますので、こういった面も、金融機関と

か、商工会議所等と連携しながら、起業家の育成を丁

寧に、掘り起こしも含めてやっていきたいと思ってお

ります。 

 あわせまして、新年度事業は、これまで地元の企業

が早期の雇用を確保した場合には、これまで企業のほ

うにこちらから報償金をお支払いしてたんですが、来

年度からはその額を下げまして、３年以上地元で仕事

を続けている方個人に対して、若者に対して報償金を

出す。そういう制度に変えようというふうに思ってお

ります。 

 企業は、今、仕事がないのではなくて、人が確保で

きないというのが大問題です。中途採用を含めて、そ

こが雇用の場が確保されるように、改めてですけども

起業家の育成、これについても積極的に取り組んでま

いる所存であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  ぜひ、その若い人たちが久慈

に残れるような施策を講じていただきたいと思います。 

 もう一つの原因として、死亡数、この増加が上げら

れると思うんですけども、この死亡についてはなかな

か止めることはできないわけですけども、ただ、緩和

させることは可能ではないかなと思います。お年寄り

が働けるような、高齢者を活用したシルバービジネス

化、こういった振興等を図ることによって、例えば、

木の葉っぱとか、山菜等、全国でかなり成功例等もあ

りますので、こういった、このお年寄りが働けるよう

な、元気で働けるような環境をつくる。 

 そのほかに、ラジオ体操とか、隣の野田村ではラジ

オ体操、年を通してやってるようですけども、ラジオ

体操、生涯スポーツの充実、こういったものを図るこ

とによって、健康で、いつまでも長生きできるような

環境づくりに努めることによって、この死亡数を緩和、

少しでも緩和できるのかなというような思いがします。 

 また、最近、新聞等見てますと、どうも死亡欄はい

っぱい載ってるけども、出生する方は少ないなという

感じに見受けられますけども、もし、出生数と死亡数

の比率について調べているのであればお聞かせをお願

いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  数字的なものについては、

今、資料を取り寄せて担当部長からお答えさせます。 

 今、議員からご提言ございました生涯スポーツの充

実等々健康で長生きする。そういう環境づくり、ほん

とに重要なテーマだと考えております。今回、市の組

織再編とういうことで、この医療と健康、それらを一

体的に所管する生活福祉部を組織の中で位置づけて、

その中で一体的に医療と健康、それら福祉もあわせて

一体的に推進する体制をつくってまいりたいというこ

とで、今、考えているものでございます。 

 それらを進めながら、この市民の皆さんが、生き生

きと暮らせる久慈市づくりに努めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  出生数と死亡数の数

でございますが、これは平成24年の数字でございます

が、出生数が276人、死亡数が423人となっております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  ありがとうございます。 

 時間もなくなってきましたので、12番の観光振興に

ついてお伺いしたいと思いますけども、あまちゃんが

海外で放送され、外国人観光客におもてなしのある受

入体制強化が不可欠であるわけですけども、時間がな

いので端的にお伺いします。 

 外国人対応ガイドの状況と養成の考えについて。 

 それから、２点目ですけど、外国人からも２回、３

回と来てもらうような、いわゆるリピーター強化対策。

これが、２点目。 

 それから、３点目として、ホームページ等は、今、

作成中ということであります。それから、前の議会だ

ったと思いますけども、パンフレット等は作成済みと

聞きましたけども、現地案内の外国語看板、これの設

置の充実について。 

 それから、４点目が、国別の外国人の入込状況、も

し、分かるのであればお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただ今、４点につい

てご質問いただきました。 

 まず、ガイド、外国人観光客に向けてのガイドの養

成ということでございますが、いわゆる外国語を話せ
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る人というのは非常に限られておりまして、なかなか

に養成という部分では難儀をしているところでござい

ます。それで、各、いわゆる観光客を案内する施設、

観光案内所とか、あるいはホテルとか、商店とか、そ

ういったところでの接客の講習とか、そういったもの

をいろいろ取り組んでいるところでございますが、な

かなか会話までは至っていないという状況でございま

して、今後も、そういった勉強会、そういったものを

充実させながら、さらには、そういったガイドの養成

についても、いろいろ検討してまいりたいと、取り組

んでまいりたいというふうに考えております。 

 それから、リピーター対策ということでございます。

これについては、まずもって印象が一番大事だと思っ

ております。久慈市のおもてなしの心とか、自然とか、

食とか、そういったものを十分に充実させて、そして

観光客の皆さんに堪能していただいて、また来てみた

いという気持ちを醸成するということが大事だと思っ

ております。そういったことで取り組んでまいりたい

と思います。 

 それから、看板の関係でございます。ただ今、多言

語化ということでいろいろ取り組んでいるところでご

ざいまして、例えば、今、ロケ地看板なども制作をし

て、今年度中に設置する考えでおりますし、後そのほ

かにつきましても、各観光案内所とか、そういったと

ころで、いわゆるサイン、場所を示すところの多言語

化について、いろいろやれるところから取り組んでい

っているところでございます。 

 それから、各外国のお客様方の入込状況ということ

で、国別にということでございましたが、例えば、小

袖地区のところに、おいでになったところに地図に

シールを張っていただいております。その中で、いろ

いろな国から来ていただいたところに、シールを張っ

ていただいてるわけですが、これは、調査した期間が

昨年の６月から11月までの統計でございますけれども、

台湾が132名、それから中国からが30名、アメリカが

28名、韓国が11名というふうな形になっておりまして、

トータルで、そちらのシールの統計では296名という

ふうな統計になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  それでは、泉川議員の質問に

関連しますけれども、まず、人口減少問題についてな

んですけども、先ほど、縷々同僚議員の澤里議員もお

話はしてましたし、質問しましたけども、これ全部に

かかる問題だと思います、私は。どの分野、一次産業

であろうが、どんな分野であろうが、これはどの分野

にもかかわる大変な問題だなというふうに思っており

ますし、先ほど、高校生の地元定着っていうのかな。

７割５分以上出て行くということなんですけど、地元

に残っている生徒もそうなんですけど、高校生から学

校の教育の一環として、地元に残るという感覚植えつ

けてもらわないと、ある程度。それと、忍耐力つけて

もらわなければ。 

 どうも、学校の高校の先生方を含めてなんですけど

も、この場で高校の教育の話してもしょうがないんで

すけども、どっちかというと出しちゃえばいい。就職

させればいいっていう。それがノルマなんだよという

発想が、私、どっかにあるのかなというふうな気がし

てますし、例えば、進学校である久慈高校さんにして

も、どっちかというと大学にやればいいと、極端に言

えばです。そういうふうな、何となく感覚があるのか

なと。 

 だから、できるだけ地元に残って、あなた方は将来

の若い人なんだから頑張ってくれっていうような教育

の部分の感覚というのが、私は必要じゃないかなとい

うふうに思いますし、先ほど言ったとおり、今の子供

たちは忍耐力が、どうしても少ないですから、そうい

った部分は、小学校から中学校上がる段階で、徐々に

徐々に忍耐力等もつけるような形でやっていかなけれ

ば、今、喫緊の課題、10年後、20年後を見据えてやっ

ていかなければ、私、ならない問題かなというふうに

思っておりますので考えをお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  議員おっしゃるとお

り、いろいろな各分野全てにおいての問題だと考えて

おります。 

 高校生に対して、いろいろな部分で地元に残ってい

ただきたい。それから、そういう部分の意識を変える

という部分につきましては、これまでも市政懇談会と

か、高校生とのふれあいトークもやっております。そ

ういう部分で、市長が直接、地元にはこういう部分だ

と、いい部分があるよとか、そういう部分で語りかけ

てる部分もあります。 

 それも含めまして、やはり地元に残っていただくた
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めには、久慈市を愛する気持ちが、意識の醸成だと思

いますので、これからも我々は、久慈市の良いところ

をどんどん情報を発信して、できるだけそのような気

持ちを持つ若い人がふえるように働きかけていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  ちょっと市長と目が合いま

したので、お答えをいたします。 

 高校生ですけども、私、盛岡にも勤務しましたし、

あと、県北沿岸等にも高校教員として長く勤めました

が、大体、県北沿岸等の学校では、どこでも地域貢献

しようというような話はしております。それで、就職

すればいいのじゃないかというような話もありますけ

ども、できるだけ地元には就職させたいというのは、

高校教員なんかの願いでもありますし、希望でもある

ますし、話しております。 

 ただ、仕事とのミスマッチ等もございまして、先ほ

ど、市長からも話ありましたけども、結構、商業関係

の勉強してる生徒たちは、やはり事務系でなければ第

三次産業、サービス系の希望が非常に多い。それだけ

ではなくて、今は、農業の勉強をした生徒も、水産の

勉強をした生徒も、かなりサービス系の仕事希望しま

す。いわゆるスーパーだったり、デパートだったり、

そういうとこに行く生徒もかなり希望者というのが多

うございます。 

 そういう中で、まず、学校なんかで考えられるのは、

どういう仕事したいのかっていうことを考えますので、

そうなると、地元になければよそに出るというふうな

形になる。仕事のミスマッチというのはございます。 

 やはり、私も就職関係の仕事したことあるんですが、

地元の、いわゆる現業部門の仕事なんかも随分勧めま

したし、就職している生徒もおりますが、希望として

は、そういう生徒が多いということでございます。 

 それから、進学の場合でも、私たちは、できるだけ

地元に帰って仕事をできるようにしてくれればいいと

いうことを、いつも話してはきました。例えば、久慈

には医師が足りない、医者が足りない、医者になって

ほしいとか、私も教員でしたけども、教員も足りない、

教員になってほしいとか。それから、市職員になって

戻ってきてほしいとかですね。そういうふうなことも、

もちろん話してはきました。ただ、いわゆる民間の企

業に受け入れるところが、生徒から見ますと、生徒か

ら見ますと余り多くないという現実が、実際あったと

いうことでございます。 

 そういう意味で、もちろん学校でも話しますし、後

は、企業の人たちからも、学校に来てもらって、話も

してもらってるんです。そういうな形で、いろんな意

味で、久慈の仕事なり、仕事内容、それから良さとい

うとこも、学校だけではなくて地域の人も踏まえて、

一緒になってアピールしていく必要があるだろうとい

うふうには思っております。 

 それから、生徒、忍耐力が足りないということです

が、これは、やっぱり学校教育の一つの大きな課題で

もあると思ってます。よく、楽しい学校、楽しい学校

と言いますが、学校は楽しくなけりゃならないんです

が、さらに、学校は子供たちを鍛える場でありたいと

いうふうに思っております。 

 私、高校教員の時には、高校は、学校は修行の場だ

ということをよく話しておりましたけども、いわゆる

体力的にも、それから、１人でこつこつと一生懸命勉

強することも、これは非常に鍛えることなんです。気

持ちをです。 

 そういうふうなことを含めて、やはり子供たちが、

学校の中で、精神的にも、肉体的にも鍛えられていく

場であってほしいと。それが、社会貢献にもつながっ

ていくだろうというふうに思っておるとこでございま

す。 

 ちょっと長くなりましたが、以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  学校教育の部分で、また話が

出たんですけど、生きる力っていうの。教育委員会の

ほうでも、一般質問させてもらってますが、結局は、

この生きる力が、今みたいな感じの忍耐力に、私、つ

ながると思います。なら、野外教育で、全部が全部や

れるとは言いませんけれども、もちろん学科の勉強も

必要ですけど、生きる力、忍耐力を子供時代からつく

っていかなければ、今すぐやりましょうったって、こ

れは無理なんです。 

 だから、私、小学校から中学校から、あと、高校か

らという話はしましたけど、今の時代、こうやって見

てて、子供が外で遊んでます、小学生。ほとんどいな

いと思います。ほとんど家の中です。やっぱり、我々

が子供時代とは言いませんけれども、もっともっと、
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外で仲間と遊びながら、なおかつ自然に親しむ。暗黙

の了解、ルールをわかるというのかな、そういうふう

なこと自体が、私は、忍耐力にもつながってくると思

います。やっぱり、そういった部分を小学生から、今

からやっていったほうが、私は、最終的に人口減少、

よそに出ていくとか、そういうふうなのにもつながら

ないのかなというふうに思っていますので、後で答弁

お願いします。 

 それと、時間なくなるんで、県立病院の医師確保、

これは、後でまた一般質問に載ってましたけども、私、

地図を広げてみて。久慈広域、県北、何で二戸には集

中してあるんだと、県の出先機関が。 

 極端に言うと、新幹線通勤しているですよ、盛岡か

ら県の職員が。そんな便利なとこに、県の出先機関が

あったらおかしいんじゃないですか、考えてみたら。

はじめて、こっちのほうだと久慈地区だと、やっぱり

交通の便も不便だから大変だよということがあるから、

私は、最終的な医師確保というのはどうしても必要だ

と言いたくなりますし、なおかつ、県の出先機関等も

含めながら、そういうふうなのを考えると、どうも、

私、あんまり納得しないんです。 

 ４号線沿い、何であそこに出先機関が、県の、通勤

圏内なのにあるのかなと。そういうふうな部分を含め

て考えると、何回も言いますけど、県に対して、県立

病院の充実というのは、命にかかわる問題ですから必

要だなというふうに思いますので、その辺、強く要望

していただきたいし、働きかけをしていただきたいな

というふうに思っておりますので、再度、お願いしま

す。 

 あと、市有林、木ノ下議員も関連でやってましたけ

ども、この市有林については、もちろん木ノ下議員の

ような雑木林、伐期になったらもうどんどん年間定期

的に、今年は幾ら切って売却するというそういう発想

もあって、私はしかるべきだと思いますし、ただそう

は言いながらも、自然保護の観点からも考えていかな

ければならない部分もありますので、こういった、こ

とし雪が降らなくてよかった、よかったじゃなくて、

もしかすれば自然というのはどっかでつじつま、年間

であわせていきますんで、もしかすると雪が降らない

かわりに、集中豪雨で土砂災害等も発生する可能性も、

私、あると思います。 

 そういった部分の保水力というのかな、自然の力を

利用しながらというのかな、やっぱり自然というのは、

私は逆らえないと思います、人は。やっぱり、そうい

った自然を生かしながらの水を、何というのかな、自

然に任せるというのも変ですけど、そういった部分で

の森林管理っていうのも、私は必要だというふうに思

いますので、その点からの、観点からの答弁をお願い

します。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  私からは、医師確保にかか

わってのご質問にお答え申し上げます。 

 議員おっしゃるとおり、この久慈と二戸を比較した

場合に、久慈が圧倒的に交通の便が悪いわけです。議

員おっしゃるとおり、そのとおりだと思っております。 

 それらについては、機会あるごとに県、あるいは医

大等にもお話をしておりますし、今後も、今までも、

県の重点事項要望等で強くお願いをしてるわけでござ

います。 

 そのほかにも、県に対しては、今現在、山形診療所

の現在の医師、先生が、３月末で退任されるというこ

とで、その後任の医師についても、今現在、県の医師

支援室、そちらのほうの情報をいただきながら、今、

一生懸命対応を図っているところでございまして、県

とも一生懸命連携を図りながら、この久慈地域の医師

の確保に一生懸命努力してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  市有林の果たす役割

といいますか、そういったことに関するご質問であっ

たかなというふうに思っております。 

 森林の有する多面的機能、これはきちんとされるべ

きというふうに思っております。特に、水源涵養の維

持機能の役割、あるいは山地災害、土壌保全の役割も

ございます。それから、快適環境、そういった部分も

ございますし、保健の森林浴といいますか、そういっ

た部分の森林の果たす役割もございます。 

 そして、木材の需要というふうな役割もございます

ので、これらがきちんと総合的に、その役割が果たさ

れるように管理計画の中で、しっかり役割果たしてい

きたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  生きる力を育成するため

にも、野外教育すべきではないかということでござい

ます。確かに、野外教育でございますが、自分自身の

行動や考え方を深く考えるいい機会にもなります。ま

た、集団の状況の把握、一人ひとりの性格の配慮、ま

たは、その中での自分自身をどうやって表現するかな

ど、いろいろ、常日頃、学校生活にない体験をできる

ものと考えております。 

 今後におきましても、学校、地域等々連携、協力し

ながら野外活動を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時15分といたします。 

    午後０時11分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時15分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。一般質問を継続いたします。次に政和会代

表、大沢俊光君。 

    〔政和会大沢俊光君登壇〕 

○23番（大沢俊光君）  私は、政和会を代表し、一般

質問をいたします。 

 質問に先立ち、東日本大震災から明日で４年が経過、

岩手県沿岸部５市４町３村で、死者4,672人、災害関

連死450人、行方不明1,229人と報道されるなど、まだ、

応急仮設住宅建設分で２万1,930人お過ごしと、多く

おられます。改めて犠牲になられた方々に対し哀悼の

意を表するとともに、被災地、被災者にお見舞いを申

し上げます。 

 また、阪神淡路震災から20年、戦後70年と現世に生

きる者として後世に歴史的悲惨さを伝えるとともに、

3.11大震災、早期の完全復興が進展されますよう、心

からご祈念を申し上げます。 

 それでは通告により質問に移ります。 

 １番、新年度当初予算について、平成27年度当初予

算の主な事業についてお尋ねいたします。 

 ２番、久慈版地方創生についてであります。 

 １点目、国は地方創生の総合戦略を策定する各自治

体に対し、一生懸命やるかどうかで差が出ると奮起を

促しておりますが、その活用策は地方の創意・工夫に

よる新たな地域づくり、新たなまちづくり、新たな住

民力など、行政と民活によるアイデア・企画力が今後

の地方発展を左右する制度とも言われております。そ

こで、久慈版総合戦略をどう展開するのかお尋ねいた

します。 

 ２点目、県営施設を久慈市に誘致し、復興支援の視

点から多目的な総合運動公園など、県との共同事業の

検討をすべきと思いますが、考え方についてお尋ねい

たします。 

 ３番は旧久慈市、旧山形村合併の検証についてであ

ります。希望に満ちた合併から間もなく10年の節目を

迎えます。そこで次の２点についてお尋ねいたします。 

 １点目、合併に係る新市、これまでの成果について

お尋ねします。 

 ２点目、合併で削減された議員、特別職職員にかか

わる経費が幾らなのか。また、その削減された財源が

住民福祉向上、行政サービスにどのように生かされて

きたのかお尋ねいたします。 

 ４番、震災防災行政についてお尋ねいたします。 

 １点目、久慈市総合防災公園整備事業の見直し状況

についてお伺いいたします。また、今後の修正工程の

内容について、具体的にお尋ねいたします。 

 ２点目、国の集中復興期間は平成27年度までと言わ

れますが、復興計画の進捗状況を示すとともに、今後

の完全復興に向けた課題は何かお尋ねいたします。 

 ５番、福祉行政について、２点お尋ねいたします。 

 婚活支援推進事業の内容について、及び、第６期介

護保険事業計画の把握状況についてお伺いいたします。 

 ６番目は復興農政についてであます。市内東南部に

位置する宇部川地区ほ場整備事業、三陸復興道路等、

現在、急ピッチで進んでおります。これら復興農政、

地元産業の堀り起こしや施策の展開についてお尋ねい

たします。 

 １点目、宇部地区の復興再生に係る生産基盤と住環

境の整備が復興とともに、地域振興策にどのようにつ

なげる展開を描いているのかお尋ねいたします。 

 ２点目、ブランド化推進の視点から商標登録を目指

す、砂川コッケロー鶏、いわゆる白笹地鶏のＦⅠ品種、

産業化の調査、検討の考えがないのかお伺いいたしま

す。 

 また、山根在来種、山白玉大豆、種子増産の可能性
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についてお尋ねいたします。 

 ３点目、過去市内の牧野において放射能（放射性物

質）が検出され、風評被害があった事に関して、畜産

農家の現状をどのように把握しているのかお伺いいた

します。 

 ７番、いわて森のトレーについて。林業構造改善事

業の県に対する債務額、補助金返還金14億8,148万

9,200円など、多額の債権回収に係る法的手段を講ず

るのが、なぜ長期になったのか、その要因についてお

尋ねいたします。 

 ８番は商工観光行政についてであります。 

 １点目、これまでの中小企業への国の取り組みは、

零細企業も含めて中小企業振興法で取り組んでまいり

ました。新法では小規模企業振興基本法が出て、条例

化して取り組んでいる市等がありますが、当市の今後

の取り組みについてお尋ねいたします。 

 次に、今や久慈市の観光振興の権威的存在になりつ

つある北限の海女、魅力的な観光づくりで北限の海女

が潜る町を体感する内容のツアーが評価され、このた

び旅行ジャーナリスト部門賞を受賞いたしました。 

 今後、さらなる観光振興策を図るべく観点から２点

目として小袖海女センター・番屋の運営、利活用と海

女の後継者育成の方策についてお尋ねいたします。 

 ９番、駅前中心市街地について、市民の注目度が高

い久慈駅前の再開発と中心市街地活性化策について、

町中のにぎわいを創出する前兆戦略が大きなことや消

費顧客、観光客が町中を回遊、散策につなげる施策が

大きく影響することになることから、次の２点につい

てお尋ねいたします。 

 １点目、内閣府に申請した中心市街地活性化に係る

42事業の内容についてお尋ねいたします。 

 ２点目は街なか再生を目指す駅前広場、及び、複合

施設の展望に付加価値を高めるふるさとの歴史文化、

民族コーナー、海女のスタジオ、シアター、商工会議

所などの考案・検討をすべきと思いますが、考え方に

ついてお尋ねいたします。 

 10番、土木行政について。 

 １点目、国道45号から旧宇部診療所敷地を経由し、

市道田子沢線へ接続する地京沢地区への横軸路線の整

備についてお尋ねいたします。 

 ２点目、三陸目沿岸道路宇部地区の北の越、和野、

日向、地京沢、田子沢地区の工事計画の主なスケジ

ュールについてお尋ねいたします。 

 11番、住環境の整備についてお尋ねいたします。 

 住環境の整備と開発が取り残された長内町、上長内

地区の展望についてお尋ねいたします。 

 12番、教育行政について、４点、お尋ねいたします。 

 １点目、山根地区の小中学校廃校施設への支所移転

や企業への利活用は可能かお尋ねいたします。 

 ２点目、「歴史をまとったまち・久慈」を標榜すべ

き、久慈城、久慈歴史を眠りから起こす、活動や文献

整備、三船久蔵生誕の地に史跡標識の設置など、でき

る活動から急ぎ始めるべきだと思いますが、考え方に

ついてお尋ねいたします。 

 ３点目、名誉市民の検証を推し進めていくことが必

要であるが、タマシン・アレン女史の記念館の早期に

建立する考え方についてお尋ねいたします。 

 ４点目、野球場建設を含む、総合運動公園整備構想

の実現に向けた整備展望についてお尋ねいたします。 

 最後に、この３月退職されます職員の皆様には、大

震災の復旧復興に大変なご心労に対し、感謝を申し上

げますとともに、今後はご自愛をもっぱらに、これま

でのご功績、体験を久慈市政にご支援、ご指導賜りま

すよう、ご期待申し上げまして政和会の質問を終わら

させていただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  政和会代表、大沢俊光議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、新年度当初予算についてお答えをいたしま

す。 

 平成27年度当初予算は、総合計画及び復興計画を推

進すべく、施策の体系に沿った主要事業を計上したと

ころであり、わけても東日本大震災からの復旧・復興

事業につきましては復興関連道路新設改良事業や防災

公園整備事業など、計54事業、45億円余を計上いたし

ました。 

 一方、新規事業といたしましては、人口減少対策を

キーワードとして保育料の第３子以降の無料化、地域

おこし協力隊設置経費、看護師養成事業などの各種事

業、雇用対策といたしまして、地元就職の促進、雇用

のミスマッチ解消などを目的とするＫターン若者雇用

拡大奨励金交付事業、誘致企業と人材育成確保支援事

業などの事業、さらには平成28年３月の新市施行10周

年に向けた記念式典経費及び関連事業費など、計32事
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業1億3,000万円余を計上したところであります。 

 次に、久慈版地方創生についてお答えをいたします。 

 まず、久慈版総合戦略をどう展開するのかについて

でありますが、先の新政会代表、泉川議員のお答えい

たしましたとおり、国の総合戦略では、従来の施策で

見られがちであった縦割り、全国一律、ばらまき、表

面的、短絡的であったことの反省を踏まえ、自立性、

将来性、地域性、直接性、結果重視の５原則に基づき、

施策を展開するとされております。 

 久慈市版総合戦略につきましては、市民の皆様との

ワークショップを重ねながら、久慈市の特色を生かし

た総合戦略を策定していく中で、働き盛りの方々が地

元に残ることができる雇用環境の確保や、子供を育て

る喜びを感じ、安心して子育てできる環境の整備など

を盛り込み、新たに久慈に移り住みたいと思う方々が

増えるような、久慈ならではの総合戦略をつくりあげ

ていきたいと考えております。 

 次に、多目的な総合運動公園など、県との共同事業

の検討をすべきとのお考えでありますが、現在はこの

県北沿岸地域に大規模な県営施設が設置されていない

状況であり、今後、総合運動公園等を整備するに当た

りましては、県との共同事業の可能性について検討を

進めてまいりたいと考えております。 

 なお、三陸沿岸道路の整備によりまして、当地域の

交通体系が大きく変わるものと捉えており、県営施設

の設置に当たっては、県都盛岡との90分構想の実現と

あわせて県に対する積極的な要望と情報収集及び意見

交換についても、鋭意、取り組んでまいります。 

 次に、旧久慈市・旧山形村合併の検証についてお答

えをいたします。 

 まず、合併に係るこれまでの成果についてでありま

すが、平成18年３月に旧久慈市と旧山形村が合併し、

新久慈市が誕生してから来年度で10年が経過すること

となります。合併の大きな成果といたしましては、新

久慈市が海、山の豊かな自然と豊富な観光資源を持つ

ことでさらなる魅力を発信することができたと考えて

おります。 

 これまでの９年間の取り組みの主な一例を申し上げ

ますと、旧山形村が取り組んできた教育旅行等の受け

入れでは、新たに海の体験メニューを取り入れ、観光

振興策面での充実を図ってきたほか、久慈小学校改築

事業、来内小学校改築事業など、合併特例債を活用し

た整備を行ってきたところであります。 

 次に、合併で削減された経費等についてであります

が、合併の実質初年度である平成18年度と平成25年度

との比較で申し上げますと、議員報酬及び特別職給与

は約6,000万円の減、職員給は約４億4,000万円の減、

合わせて約５億円の減額となっております。 

 また、その生じた財源の行政サービスへの活用につ

いてでありますが、新市建設計画に基づく各種電算シ

ステムの統合、高度化、地域コミュニティ振興事業、

久慈小学校、久慈消防署山形分署、火葬場等の公共施

設整備など、各種計画搭載事業を推進するとともに、

少子高齢化に象徴される行政ニーズへの対応として医

療費助成の拡充、久慈広域連合簡易保険負担金の増大、

国民健康保険制度の運営など、住民の生活環境並びに

福祉の向上に鋭意、努めてきたところであります。 

 次に、震災防災行政についてお答えをいたします。 

 まず、総合防災公園整備事業の見直しの状況につき

ましては、立成地区を公園区域から除く形で一時避難

場所となる多目的広場と、福祉の村から夏井町を結ぶ

園路を整備することとし、現在、詳細設計を行ってい

るところであり、時期を捉えて計画の説明を行ってま

いります。 

 また、都市計画決定等の変更についてでありますが、

都市計画マスタープラン及び緑の基本計画の策定に当

たって、久慈市全体のまちづくりや防災機能を備えた

公園整備のあり方など、今年度から平成28年度にかけ

て整理し、都市計画の変更は平成29年度を予定してお

ります。 

 次に、久慈市復興計画の進捗状況についてでありま

すが、当市における復興計画に掲げる５つのプロジェ

クトを推進するために必要な事業を網羅した10カ年の

実施計画を平成23年度に取りまとめたところでありま

す。 

 この実施計画には、現在、131事業が搭載されてお

り、このうち124事業については着手済みであり、う

ち、水産関連事業や災害復旧事業を中心に45事業が完

了しております。また、プロジェクトⅠ「生活を再建

する」により、被災者や事業者の再建等に向けた取り

組みを中心に各事業を継続しており、進捗はおおむね、

順調であると考えております。 

 今後の課題につきましては、集中復興期間終了後の

平成28年度以降の財源確保が重要課題であることから、
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岩手県沿岸市町村復興規制同盟会などの活動を通じて、

財政支援を国に対し継続して要望してきているところ

であり、今後、さらにその活動を進めるとともに、市

といたしましては産業振興、人口減少対策、若者の定

住対策を中心とした課題の解決により、一日も早い完

全復興を果たしてまいります。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 まず、結婚支援推進事業の内容についてであります

が、今議会の予算案に提案しております事業の内容は、

結婚を希望する独身男女の結婚支援を行うため、ボラ

ンティアの結婚支援員、仮称、縁結び支援員を募集し、

結婚相談、お見合いの設定などの活動を行っていただ

こうとするものであります。また、補助事業として結

婚意識の醸成や独身男女の出会いの場の提供などの結

婚支援イベントを実施する民間団体等に対し、経費の

一部を助成しようとするものであります。 

 これらの事業実施に当たりましては、来年度、岩手

県が設置を予定している、仮称、岩手結婚支援セン

ターと連携を図りながら、市民や民間団体などととも

に結婚支援に努めてまいります。 

 次に、第６期介護保険事業計画についてであります

が、第６期介護保険事業計画は計画期間を平成27年度

から平成29年度までの３カ年とし、久慈広域連合にお

いて策定するものであります。 

 久慈広域連合では、本年２月３日に開催された議員

全員協議会において介護保険事業計画素案を説明した

と伺っております。この計画では構成市町村別の介護

施設の整備計画、保険料の見込み額等が示されている

ところであり、当市における施設整備は地域包括ケア

システムの構築や認知症高齢者の支援体制を充実させ

るため、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅

介護、認知症対応型共同生活介護の整備が予定されて

いること、保険料は基準月額が5,570円と見込まれる

計画となっております。 

 久慈広域連合では説明会及びパブリックコメントの

意見の反映や報酬改定などに伴う保険料確定作業を行

い、３月末に第６期介護保険事業計画を決定する予定

であると伺っております。 

 次に、農業の復興についてお答えをいたします。 

 まず、宇部地区の農業の復興と今後の地域振興策に

ついてでありますが、現在、工事が進められている宇

部川地区ほ場整備事業によりまして、営農の効率化や

農業生産性の向上が図られるものであり、担い手への

農地集積を推進し、地域農業の経営安定化を図ること

としており、集落への組織による水田のフル活用や共

同利用施設の整備等を進め、水田農業を中心とした地

域の活性化を目指しているものであります。 

 本整備に伴う宇部地区の地域振興策につきましては、

今後、宇部川地区営農組合など地元の皆様と協議を進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、白笹地鶏のＦⅠ品種の産業化の調査検討につ

いてでありますが、昭和52年当時、旧山形村が小国地

区に生息していた鶏を天然記念物に指定をしておりま

す。また、昭和59年には、文化庁が名称「地鶏」、種

別「天然記念物、動物」、所在地「岩手県」として、

「史跡名勝天然記念物指定目録」に掲載し、地域を定

めずに指定していると承知しております。 

 地鶏の産業化並びにブランド化につきましては、継

続的な生産体制の整備、差別化を図るための地域の特

色を生かした、飼育技術等の確立及び販路の確保など

課題の検討が必要であると考えております。 

 次に、山白玉大豆の種子増産の可能性についてであ

りますが、種子は現在、岩手県農業研究センター県北

農業研究所に保管されている1.8キログラムのみであ

ると、久慈農業改良普及センターから伺っているとこ

ろであります。 

 この山白玉大豆につきましては、ウイルス病に非常

に弱い品種であり、残り限られた種子を確実に増産す

る方法について、岩手県農業研究センター県北農業研

究所において検討を進めていると伺っているところで

あります。 

 次に、放射能による風評被害に関する畜産農家の現

状についてでありますが、福島第一原発事故に起因す

る放射性物質は基準値を超過した粗飼料の利用自粛、

肉用牛の価格の下落、廃用牛の出荷遅延など、畜産経

営に大きな影響を及ぼしたところであります。 

 畜産物の販売実績につきましては、震災前と比較し、

１月末現在、生乳生産量は93％、販売額は95.8％、日

本短角種繁殖牛の生産頭数は80.4％、販売額は

130.4％、肥育牛の生産頭数は94.5％、販売金額は

85.9％などとなっており、震災前の水準に戻りつつあ

ると新岩手農業協同組合から伺っておりますが、依然

として厳しい経営状況であると認識しております。市

といたしましては、畜産農家、関係機関団体等と連携
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を図りながら、風評被害の払拭及び生産基盤の強化を

図ってまいります。 

 次に、いわて森のトレーについてお答えをいたしま

す。 

 債権回収に向けた法的手段を講じるまで長期間を要

した要因についてでありますが、市はこれまで毎月の

直接請求を行うとともに、債権・債務の状況を明らか

にした決算資料の提出を求めるなど、いわて森のト

レー生産共同組合の返還資力の見極めを行いながら、

債権回収に向けてさまざまな手法を慎重に検討してま

いりましたが、総合的に判断し、法的措置による回収

を行うまでには至らなかったものと認識をいたしてお

ります。 

 このような中、組合からは誠意ある対応がなく、ま

た、債権の時効が平成28年２月1日に迫っていること

などを踏まえ、顧問弁護士及び県と相談の上、債権者

による破産手続き開始の申し立てを進めるべき段階で

あるとの決断をしたところであります。 

 次に、商工観光行政についてお答えをいたします。 

 まず、小規模企業振興についてでありますが、これ

まで中小企業基本法により小規模企業に対する中小企

業施策の方針が位置づけられていたところであります

が、これをさらに一歩進め、小規模企業を中心に据え

た新たな施策の体系を構築すべく、国において、小規

模企業振興基本法が策定をされたところであります。 

 この法律では、小規模企業の技術やノウハウの向上、

安定的な雇用の維持等を含む事業の持続的発展を位置

づけており、小規模企業の円滑かつ着実な事業の運営

を適切に支援することをうたっております。 

 当市におきましては、事業所の大半が小規模企業で

あり、これまでも事業資金融資のあっせんや利子・保

証料補給のほか、退職金共済掛け金の補助、人材の育

成、新卒者・再就職者の雇用に伴う支援などに取り組

んできたところであります。 

 小規模企業振興基本法におきましては、地方公共団

体の責務として、区域の自然的経済的社会的諸条件に

応じた施策を策定し、実施する責務を有するとされて

おりますことから、当市といたしましても、引き続き、

現行の取り組みを継続しながら当地域の実情、特性に

あった取り組みについて検討を進めるとともに、条例

化につきましても、他市の例を参考にしながら検討を

進めてまいります。 

 次に、小袖海女センター及び番屋の運営、利活用と

海女の後継者育成方策についてでありますが、まず、

小袖海女センターにつきましては、本年４月に本格的

なオープンを予定しており、あわせて７月からの指定

管理による運営に向け、準備を進めているところであ

ります。 

 施設の利活用につきましては、観光案内、地魚販売、

軽食コーナー及び海女文化展示スペースなどを設けて

おり、地元久慈市漁業協働組合小袖漁業生産部、及び

小袖定置網組合等のご協力をいただきながら、観光客

の利便性向上に努めてまいります。 

 また、小袖定置網組合の番屋についてでありますが、

この番屋は日本財団の支援により整備を進めている施

設であり、事業要件であるコミュニティ機能を兼ね備

えておりますことから、網起こしなどの漁業体験や新

巻鮭づくり体験、郷土芸能、小袖漁撈歌などの伝承の

場として利活用する計画であると、小袖定置網組合か

ら伺っております。 

 また、海女の後継者育成方針についてでありますが、

平成27年において全国からの公募により観光海女を育

成する北限の海女育成対策推進事業を実施するととも

に、地元海女の後継者育成につきましても、久慈市漁

業協同組合小袖漁業生産部等と協議を行いながら、若

い人材の掘り起こしに努めてまいります。 

 次に、駅前中心市街地についてお答えをいたします。 

 まず、第２期中心市街地活性化基本計画に掲げる42

事業の内訳についてでありますが、広域的な観光拠点

の基盤を強化する目的で整備する久慈駅前広場整備事

業、複合施設整備事業等のハード整備６事業に加え、

成功店モデル創出波及事業、あまちゃんハウス運営事

業、空き店舗対策チャレンジショップ事業、北三陸・

あまちゃん市事業などのソフト対策、36事業を一体的

に推進し、広域からの誘客を図り、中心市街地全体の

にぎわいを創出することとしております。 

 次に、街なか再生を目指す駅前広場整備及び複合施

設の展望に付加価値を高める価値を施設を考案検討す

べきとのことでありますが、複合施設を含めた駅前整

備につきましては集客力のある施設の配置が必要であ

ると考えており、ご提言のありました施設につきまし

ても参考にさせていただき、整備計画案の策定を進め

てまいります。 

 次に、土木行政についてお答えをいたします。 
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 まず、旧宇部診療所付近の国道45号と市道田子沢線

を結ぶ道路についてでありますが、三陸沿岸道路と立

体交差する当該路線の整備につきましては、宇部地区

行政連絡区長会と一体となり、国土交通省東北地方整

備局三陸国道事務所に対し、立体交差部への管渠の設

置や工事用道路の存置を要望してきたところでありま

す。今後におきましても、地元行政連絡区長会と連携

しながら、早期整備に努めてまいります。 

 次に、三陸沿岸道路、宇部地区の工事の主要なスケ

ジュールについてでありますが、現在、宇部地区にお

きましては４つの工事が発注され施工中であります。

国土交通省東北整備局三陸国道事務所によりますと、

野田峠では、仮称、宇部トンネル工事を、野田村境付

近では２基の横断函渠工事を、日向、田子沢地区では

３期の横断函渠を施工中、北の越地区では、仮称、久

慈宇部インターチェンジに係る函渠を施工準備中であ

り、残る工事につきましても、用地買収の進捗等を見

極めながら、順次、施工していくこととしていると伺

っております。 

 市といたしましても、事業全体である三陸国道事務

所と用地交渉等の連携を図り、事業の早期完成が図ら

れるよう努めてまいります。 

 最後に、住環境の整備についてお答えをいたします。 

 上長内地区の整備につきましては、昨年の12月、町

内会の意見を集約したご要望を承ったところであり、

来年度以降、一部浸水区域の雨水排水の測量調査等に

向け準備を進めるとともに、道路等の整備につきまし

ては、今後とも、町内会等と協議を深めながら、計画

的に取り組んでまいります。 

 以上で、政和会代表、大沢俊光議員に対する、私か

らの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  政和会代表、大沢俊光議員

の教育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 最初に、山根地区の小中学校廃校施設の利活用につ

いてでありますが、旧山根小中学校校舎につきまして

は、地域から支所・公民館機能移転を含め、あわせて

多目的施設としての活用を希望するとの要望を受けて

いることから、支所・公民館機能の移転を第一に考え、

具体的な整備については地域住民及び関係部局と協議

しているところであります。 

 また、企業の利活用については、具体的な提案があ

れば、その提案について、地域住民や関係部局と情報

共有をしながら、地域にとって、より有用な施設利用

になるよう進めてまいりたいと考えております。 

 次に、久慈の歴史にかかわる活動についてのご質問

にお答えをいたします。 

 久慈城跡については、講演会等の開催に協力後援等

を行うとともに、引き続き、久慈城跡の用地取得に取

り組んでまいります。また、久慈地方の歴史を伝える

文献資料は少ないのが実態でありますが、今後とも収

集整備を続けてまいります。 

 三船久蔵十段の生誕の地につきましては、2016希望

郷いわて国体の柔道競技が当市で開催されることから

も、三船十段を広く内外に周知する方策について検討

してまいります。 

 次に、タマシン・アレン女史の検証する記念館の建

設についてのご質問にお答えをいたします。現在、久

慈幼稚園敷地内にアレン女史が居住したアレン宣教師

館があり、建物の中にはアレン女史の業績を伝える貴

重な資料が保管されており、建物自体もアメリカの有

名な設計者による貴重な建築物であります。 

 このアレン宣教師館は、所有者である東北文化学園

大学によって管理されているとおころであり、今後と

も所有者と協議しながらアレン女史の資料及び建築物

の保存活用等に努めてまいります。 

 次に、総合運動公園整備構想の実現に向けた整備展

望についてでありますが、先の新政会代表、泉川議員

にお答えいたしましたとおり、総合運動公園整備基本

構想策定事業により、適地選定に係る各種条件の比較

検討や配置する施設の概略、必要規模、及び概算工事

費などについて試算するとともに、整備に要する財源

の検討とを進めてまいります。 

 以上で、政和会代表、大沢俊光議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  いろいろな質問に対して対処

をありがとうございます。 

 時間の範囲内で、23分ですが、再度お尋ねしたい部

分があります。 

 まず、順番的にはなりませんが、９番、この駅前と

中心市街地の活性化について。下のほうのこの思い、

提言をしましたら参考にしたいというふうなことで、
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大変、心強く思っているんです。 

 さらに、その意味は既存が計画されてある事業に、

その差しかえなさいという意味じゃないんです。既存

の計画に、ＦⅢ、あと１回ここに提言したのを持ち上

げて、公設民営にして、商工観光課等が前面に出てき

ていただいて協議をした方向でやってもらったり、考

えてもらえば、より充実した話になるのじゃないのか

なと感じました。 

 その辺あたりを、ひとつ、即答できない部分だと思

うんです。総務省ですから、内閣府に申請した事業そ

のものがあるわけですから。それを市町村が見直すと、

こう申しました。今、一生懸命、関係者と住民とご協

議をし、アンケートをとってると。そういうことを含

めて、私はここで一般質問という形をとっていますが、

私どもも議員として、各議員がそれぞれ、この駅前、

街なかのありようについて要望を聞いたり、話を聞い

たりしてるんです。ですから議員の中の１つの考え方

だと。市民が後ろにいるんだというふうな思いから提

言として、お聞きしていただきたい。それが１つ。そ

んな考え方でいいのかどうか。それから、42事業です

よね。 

 そうすると単純な計算をすると、駅前の再開発と、

この複合施設、２つを除けば、あと40事業、あること

ですよね。こういう部分を分離、分割で、駅前の部分

が決まらないから全ての42事業に取りかからないじゃ

なく、できる分については始める相談などはできない

でしょうか。その辺あたりを、ひとつ、お尋ねをした

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  中心市街地について、

２点、ご質問をいただきました。 

 まず、１点目でございます。 

 ふるさと歴史文化民族コーナーとか、それから海女

のスタジオ、シアター、商工会議所などの、そういっ

た施設のご提言をいただきました。 

 市長からご答弁を申し上げましたとおり、現在、ど

ういったものを入れ込んでいったらいいのかというふ

うな部分で、今、検討をしているところでございます

し、やはり集客、常に人が、交流人口がふえるような、

そういった施設というにはやはり大事ではないかなと

いう思ってふうにはおります。 

 そういった点で、色々、今、検討をしておりますし、

これからまた、ワークショップとかそういった形で検

討をしてまいりたいと思います。その中での材料とい

う形で、これらも含めて、いろいろ検討をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

 それから、42事業の中で、今、お話のありました２

事業を除いて、そのほかの事業は推進すべきではない

かということでございますが、ソフト事業等につきま

しては、現在はもう既に、その事業についてはいろい

ろ取り組んでいるところでございますし、この２事業

にかかわる道路事業等もあるわけでございますので、

そこについてはそちらが決まってからということにな

りますが、それ以外のソフト事業等については鋭意、

進めてまいりたいというふうに思っておりますし、現

在、進行中でございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  それで、言葉でしか触れてい

ませんが、同時にやっていかなきゃならないと思うの

は、管理運営形態ですよね。土風館をつくった場合に

も会社を興したり、民でやっているわけです。それら

を同じ事業の、久慈でいうと第２番なわけです。どう

か、ひとつ、ことを運ぶ中での、私は突発的に申しま

したが、市が施設を整備して、出来上がったものにつ

いては民轄、民営のほうでという方向なども考えてら

っしゃるんじゃないかと思うんです。あるいは市が全

部やっていくんだと、市が建てて、市が全部、管理運

営をするんだと。 

 その辺の考え方の交通整理ができていますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  中心市街地にかかわっての

ご質問にお答え申し上げます。 

 さきの泉川議員さんに市長からご答弁しております

とおり、今から、どのような施設整備内容のものをつ

くっていくかという、そういう素案を今からつくって

いくことになります。 

 そうした中で、直営でやる部分、それから民間の

方々から経営していただく部分、それらが出てくるの

だろうというように考えております。 

 と申しますのは、市民アンケートをとった中でも、

コンビニが欲しいとかいろいろ民間的な施設が欲しい

というようなお話等もいただいておりますので、それ

らを考えあわせますと市が直営であるもの、それから
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民間の方々からやってもらうもの、そういう施設にな

っていくものだろうとは思っておりますが、今後の作

業の中で、それらが固まっていくというように考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ひとつ、よき方向で。私ども

も、知恵を出しながら提言してまいりたいと思います。 

 それから次は、復興農政のところのほ場整備関係で

すが、地域と一緒になってやっていきたいということ

で、私はここで求めているのは、地区は宇部なんです

が、ことしの米価などを見てみますと、個人での対象

の農業形態というのはもう厳しい時代に入ったなと、

こう見ているんです。 

 そうしますと、久慈市で農政で農業の部分の基幹部

分は、大川目とこの宇部地区なんです。ここを何とか

成功させるようにしなきゃならない。その過程の中で、

本日も傍聴においでになっていますが、関係者と、一

部、工区区間が、私は地下水なり車の交通量の関係だ

と思うんですが、国道が下がっちゃって、水が久慈工

業高校のほうに回せないということが突如出てきたん

です。 

 そうすると復興計画の中では、27年度で完成して、

全部米をつけなさいと、そういう気持ちでいました。

それが約10町分ぐらいできそうにないんです。ここに

おいでの宇部農業委員会長さんからも知恵を拝借して

るわけですが、何かを作付けしなきゃならない。そう

いうこと等を含めて、実は形として、今年春植えて今

年の秋にやるライスセンターがもう全然形になってな

いんです、いわゆる敷地の。これらも一つ、私どもも

一生懸命やりますが、市の農業、産業のあり方の中に

位置づけて、取りおくれがないようにひとつ進めてほ

しいんです。担当部長、ひとつ考え方、市長にもちゃ

んと説明しながら、事業主体の計画は県なんだけども、

タッグを組んでお願いします。考え方をちょっと。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  宇部川地区のほ場整

備事業についてのご質問がございました。 

 最初に、国道の横断の関係のことが触れられてござ

いましたけれども、こちらのほうについては県北広域

振興局の農村整備室におきまして、状況は十分把握を

して対応をするというふうに、農業に支障のないよう

にやっていくんだというふうなことで聞いてございま

す。 

 それから、米価等の関係で農業経営、非常に厳しい

というふうなお話もございましたけれども、今現在宇

部川地区におきましても、この将来に向けての営農計

画、これを作成をしていくということにしてございま

す。議員のご指摘のとおり、市内でこの大区画、宇部

川地区は50アールほどの区画に標準的にはなるわけで

すけれども、大川目地区と宇部地区がその水田地帯と

いうふうなことになりますので、そこについては市と

しても十分承知をしておりますし、この地区での水田

農業、さまざまなフル活用を図りながら地域の活性化、

それから担い手が就農できるような形で皆様とともに

協議をしていきたい、一緒に話し合いをしていきたい、

そういうふうに考えてるところでございますので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  県と連携してひとつ頼みます。 

 次に、この商工観光の小袖の海女センターの番屋の

関係です、利活用。考え方はわかりました。二、三日

前に現場のほうに行ってきたんです、海女センターの

ほうに。これはよく、いい意味で性善説の話をしたい

んですが、開業して本格的なのはこれからっていうん

だけども、新しいところに出たら、顧客が１階の入り

口からトイレに対しても２階に上がるのに対してもか

なりの人があそこを出入りすると。カウンターも出て

ましたんですが、生ものの魚類を置くことと、トイレ

が同じスペースの中にあって、冷房が、それから暖房

が入ってると、これらについて心配してる部分がある

んです。生ものですから魚独特のにおいが出るわけで

す。その辺あたりを、現地を聞いたり見たりしながら

商売としてみたときに、トイレと売ってる店舗が同じ

スペースの中に一目で見えるこの設計図を、構造図を、

あの辺がマイナスにならないような、現場とも検討し

ながら、せっかく20万人も観光客が来て、また今度、

宣伝なりオープンの話が出ればまた来ると思うんです。

そこでマイナスにならないように、いい意味で心配し

ながら、計画があるんだから計画通りどんとスタート

でなくして、やっぱり顧客なり観光客なり、聞いたり

見たり、現場の混乱が起きないようにしていかなきゃ

ならないと思うんです。その辺あたり、いつやったと
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きにもそうでしたけど、トイレが足りないとか交通規

制がどうだとか、さらにはもぐらんぴあなどの古い話

をすれば、ただただマスコミやら皆さんを通じて宣伝

のほうに力入れたらどーっと来て、もうそこに渋滞が

起きた、あるいはトイレが大変だった、逆に悪評にな

っちゃってったんです。そういうふうにならないよう

に、当初計画は当初計画、当初にない心配がちょっと

考えられる部分があるんだけれども、部長、現場のほ

う聞いてますか、ちょっと見てますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただいまご心配をい

ただいておりました海女センターの１階の配置だと思

っておりますけれども、そこのところですが、現場の

ほうについては今備品とか、そういったものを順次入

れ込んで、お客様に対応する、４月のグランドオープ

ンに向けて準備を進めているところです。その中で、

議員のご指摘のあった部分というのも気にはなってお

りまして、そこの部分つきましては、やはりお客様目

線というのが一番大切だと思っております。ですので、

ご指摘のとおりそういった設計は設計として、その中

でどのようにお客様に喜んでいただけるかという部分

は大切に考えておりますので、そういったところで地

元の方々と相談をしながら、臨機応変にその辺のとこ

ろは整備を進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  よろしく頼みます。ワンフ

レーズで申しますが、トイレの前で生ものを売るっつ

うのは全くおかしな話で、そこを検討してください。 

 それから次、この道路の関係のところでございます

が、宇部診療所のところは、ちょっと横文字わからな

いんですがボックスカルバートというのが出てきたん

です。これをぜひ、市の診療所のところですが、市道

にする努力をしてもらってるということで感謝してま

すが、ここで私は、横軸の整備という話は実はほ場整

備事業にはないんですけれども、宇部川を挟んで、私

はいわゆる農道橋といいますか、橋をお願いしたいな

という気持ちがあるわけ。そうすると、田子沢地区と

つながる形、それはただ単につなげるっていうんじゃ

なくて、作業効率をよくするという形の中で、このラ

インが出てきてほしいと。それをするためには、まず

こっちの旧宇部診療所側のほうがきちっと市道になっ

たり、方向性が見えてこないと言えない話ですけども、

その辺あたりはひとつ国といいますか県と話し合いを

して、ぜひまず第1弾として、45号から市道田子沢線

につながることを確立してほしいと、これは要望です。 

 それから、②のところで、今実は長内地区の元木沢

地区で新たな工場の問題の要求、要望等が出てるわけ

ですが、これはやっぱり地権者には説明したかもしれ

ないけれども、地域のエリアの方々に説明することが

大事だと思うんです。私はこの②の宇部地区の地区名

を全部入れてますけれども、この前はインターチェン

ジのところの説明会があったと聞いてますが、私ども

久喜浜を含めますと野田のインターを使うことが出て

くるわけです、南に行くために。宇部の地区は片方向

だから、久慈に上がって久慈から来たのが下るだけで

すから、そういった全体計画の説明というのをやらな

いと長内地区のようなことが出てくるんです。そうい

うことにならないように、やっぱり地権者に対する説

明会と、地域住民、あるいはこれから工業、あるいは

企業を興す人たちが、命の道だったり作業の道になる

説明は要望すべきだと思うんですけども、宇部地区の

説明会なども考えてもらいたいんですけども、どうで

しょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  三陸沿岸道の地域住民の

方々への説明会でございます。こういった要望がある

のであれば、市で対応できるものは市で対応していき

たいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  ひとつよろしくお願いします。 

 次は、教育行政のところでございます。 

 山根の学校は、地元から要望が出てるということで

一安心しました。この、今度７月からですか光ファイ

バーとか事業完成するの。インターネット等がどこで

でも使える、向上になる、企業にも施設の利用が要望

があればと、こういうことでございますので、今ある

かないかは即答できませんけれども、今は、別にその

場所を問わずインターネットが使えればできる事業な

り商売があるわけです。この辺あたりは、地域住民だ

けでこの公民館とか多目的に使う以外のスペースがあ

れば、ぜひ企業とのかかわりを持つ学校利用というの

も、アンテナを高くして有効活用をするような発想が
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必要かと思います。それが１点。 

 それから、この２点目のところに、人の言葉の法に

できることから取り急げと、久慈城なり三船久蔵さん

の生誕の地、これはすぐ国体等々が来るんで、教育の

視点からそういう史跡名所、先人の功績をきちっとや

ることによって、結果として観光地になるんです。で

すから、この辺あたりは文献なり資料できちっと出て

きたというのであれば、できることからってやれば三

船久蔵さんの生誕の地等々については、どこを見ても

先進事例に、教育委員会がちゃんと表示するんです、

してんです。して、わかる文献は、別に本をつくれっ

ちゅうんじゃないんです、冊子、今度の私らの海女の

ことでもそうです。海女としてのクラブの歴史は浅い

けれども、そこに行き着く歴史は、海女は実は2500年

も前のルーツがあったと、こういうふうなことを一つ

お知らせすることがとても意義があるんです。 

 先ほども午前中に話があったんですが、この何カ国

語というのは、これは行政から指導を受けてっから手

前みその話ですが、海女のふるさと小袖は、台湾語と

英語と日本語と３つ看板も設置してます。この辺あた

りは、全部やれるところはやってください。このタマ

シン・アレンさんとこだってそうですし、三船久蔵さ

んとこだってそうですし、それからこの久慈城、ぜひ

取得しなければ何もやらないでなく、できる分がある

わけです、この表札を立てる、標識を立てる、こうい

う考え方はどうでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  ただいまご指摘いただき

ました山根地区の小中学校の廃校の利活用。まず、

我々としましてもずっと使ってない施設有効に活用し

ていただきたいと考えております。アンテナを高く立

てながら、企業等の活用があれば、具体的な要望等あ

れば、その際は地元の皆さんとも協議し、またこれが

地域の活性化、あるいは住民の定着になればまたさら

にいいのではないかと考えております。 

 また、史跡の標識、説明看板等でございますけれど

も、議員おっしゃるとおり国体等もございます。でき

るものから早目に対応させていただきたいと考えてお

ります。 

 また、その際には、同じように外国語表示等につい

ても検討させていただきたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  大沢議員の質問に関連して、

何点かお尋ねをいたします。 

 復興農政についてお尋ねをいたします。 

 この③番、（２）放射能の検出が牧草から出たとい

うことで26年度からは検査をしなくてもよくなったと。

当事者の牛を生産されてる方のお話しだとこういうこ

となんですけども。ただし、この県南のほうは放射能

の濃度が結構高いのが出ると。しかし、県北のほうに

おいては濃度は基準以下。しかし、それでも一律に肉

牛でも乳牛でも生態移動は県内に限るという対応がさ

れておると。したがって、県外に牛を出すことができ

ないために付加価値が上がらないと。それで、じゃあ

その牛はどうなるんだというお尋ねをしたら、罔畜場

に持ち込んでしてるんだけども、順番待ちでなかなか

その罔畜にかかってもらえない。したがって、従来か

ら見れば余分に牛を飼育しなければならないと。こう

いう実態で、非常に肉牛生産者も乳牛生産者も非常に

実際問題困ってるんだと。こういうお話しをされてる

状況にございます。したがいまして、この放射能の関

係に関する基準は一律に規制するんじゃなくて、県北

地区のほうは基準値以下だということである以上は、

県に対して指定の解除をしてもらって、自由に従来ど

おりな生産活動ができるように、また罔畜に関しても、

順番待ちの現状を何らかの方法を講じて、余分な飼育

をしなくてもいいような対応をしていただきたいとい

う強い声がこの生産者の中からは、諦めとともにそう

いう願いを持ってると。したがいまして、この放射能

の影響はそこまでその深刻な状況を落としてるのに対

して、ならばその東京電力なり監督官庁の国では、そ

れについて補償なり何なりしてるのかということを聞

いたら、そういうのはないんだと、非常に深刻なお話

しをされておりますので、そういった部分については

どのような捉え方をされてるか、まずお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  畜産物に係る放射能

事故、その対応に関するご質問かと思います。 

 畜産物等につきましては、ＪＡグループが東京電力

原発事故の畜産物の損害賠償対策岩手県協議会という

もの組織をしてございます。こちらのほうでその風評

被害等を影響額を調べまして、東京電力のほうに請求

をして補償を受けているというふうに伺ってるところ

でございます。金額的に申し上げますと、請求額で10
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億5,663万円、補償、支払われた額が８億7,501万円と

いうふうな状況であるということをＪＡのほうからお

伺いをしております。いずれこの協議会の中でそうい

った畜産農家を取り巻く状況、これらについても十分

話し合われているというふうに認識をしております。

いずれ議員からただいまご指摘のあったことについて、

改めてＪＡさんと連携をとりながら関係機関のほうに

働きかけていきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  その鋭意ご努力をされている

部分についてはほんとに頭の下がる思いなわけでござ

いますが、翻って言うならば、これは私は政治力の問

題だと言いたいんです。ですから、この政治力を駆使

する方法さ指示をもっと力を入れていただいて、政治

力でもって、国がつくり出した責任である以上は実際

の生産者に現実的な負担を強いるのはやめてもらいた

いという形の強い働きかけを、それぞれのつながりの

あるところから強力に進めていただきたいということ

をお願いしておきたいと思います。 

 それから、山菜等を販売している人なんかの話を聞

きますと、業者に売る分についてはその業者の方から

理解をいただいて、そんなにその従来の値段からダン

ピングされて売買にはならないと。ところが、東京の

市場に出して競りにかかる分になると極端にその値段

が下げられる。要するに、東北のほうの名前がつくと

放射能汚染だという意味合いで、業者間で暗黙の値を

余り上げないようにしている可能性がある、それが非

常に困った問題だと。こういう実態も出ておりますの

で、これが幾らそのそういう関連に携わる人が少ない

といいながらも、これは非常に深刻な問題だというの

が、これもやはり行政を通じて政治力でもって、東京

の築地市場かどこかわからんけど公的な、市場に関し

てはそういうことのないような協力体制をとってもら

えるよう強く要望していただきたい。これは、市とし

て強力に要望をしていただきたいと思いますが、その

認識をちょっと聞かせてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  放射能によります風

評被害、これらの払拭につきまして、都内の市場での

評価が下がってるんではないかというふうなご質問で

ございますけれども、こちらのほうの対策につきまし

ては、岩手県より100％の補助をいただきまして、本

年１月の19日から３日間でございましたけれども、い

わて銀河プラザにおきましてこの風評、岩手県等地方

の産物大丈夫だよということで、３日間ほどではござ

いますけれどもＰＲをさせていただいております。い

ずれ今後とも県のほうから、県とも連携をしながら当

市管内のそういった農産物あれば、山菜等、そういっ

たものについても払拭をしてまいりたいというふうに

思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  ひとつよろしくお願いをいた

します。 

 参考までに申し上げたいんですが、北海道で、これ

は誘致企業なんですけども裁判を起こしてる。それで、

ＰＲをしたら継続していかなければならない事業を転

換する場合は、それに伴って損失が出た分を補償しな

いで転換することは限りなく違法性を帯びると、こう

いう最高裁の判決が出ております。したがいまして、

この先ほど申し上げた牛肉、乳牛の生態の移動を従来

は自由にできたものが、放射能が発生したために制限

をされる事態に至ったと。県北の方々は、基準値以下

にもかかわらず生態移動が禁止されてるということは、

引き続き営農をして生活をしていかなければならない

者に一定の制限を加えるということは、それに伴って

損失が出た分については補償してもらわなければ限り

ない違法なんだということが最高裁の判決にも出てる

わけですから、そういった方面からも深く検討して、

政治力でもってこれを改善していただくよう強く要望

していただきたい。これは答弁は要りません。 

 それから、商工観光についてお尋ねをいたします。 

 これまで、日本の国は高度経済成長を進めるに当た

って、300人以下の従業員を雇用する、あるいは資本

金なら３億円以下とかいうようなくくりでもって、ほ

とんどの方が中小企業の枠組みの中で、大企業のぼろ

もうけをするのを手伝わされて我が国は今日までの反

映をたどってきた。しかし、それが今後持続して財界

はいきたいんだけどもいけない状況が生じてきた。そ

れは、その原動力となってきた団塊の世代の人たちが

後期高齢者予備軍の世代に入ってきた。じゃあ、その

下の若い世代は今度は少子高齢化で、それを補うる状

況が極めて困難になった。そこで、政府も仕方がない
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からしぶしぶ小規模振興法なるものをようやく出して

きた。これは、５人以内の人数を雇用する人などに対

する対応する中身である。これは非常に極めてこの地

方にとっては有望な法律をつくっていただいたという

ふうに私は思うんです。 

 そういうものの中で考えた場合、当久慈だけに限っ

て申し上げるとするならば、例えば業者でＡ級業者、

Ｂ級業者とか、ランクはあると思うけど、そういった

ところは久慈市内に当てはめて考えるとするならば、

私は大企業に相当すると思うんです。１人親方から３

人、５人のあれでもって生計を維持されてる方は、ま

さしく小規模振興法の対象に相当する方々だろうと私

は思うんです。こういったところにこの公平、公正に

仕事が回っていくような状態をつくりだしていかなけ

ればならない義務と責任は、私は行政と議会に課せら

れている喫緊の問題だというふうに言わざるを得ない。 

 そういった意味から申し上げれば、公共施設の入札

とかそういったものを部分的に小規模業者でも受注で

きるようなシステムを、そして大企業に相当する方も

生きることができるような仕事の、横文字でいうなら

ワークシェアリングとかいうのが国会に出たんですけ

ども、そういった形をどうやってこの行政が打ち出し

ていくかというのは、今求められているというふうに

思うんですが、そういった面での認識をちょっと聞か

せてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ただいま入札にかかわっ

てのご質問がございましたので、お答えをいたします。 

 小規模業者であっても参加できるようなその体制、

入札のシステムというようなお話かというふうに思い

ますけれども、現在もそのような形で仕事が平等に行

き渡るような形でもって入札を実施してるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  だんだん時間がなくなったか

ら余り触れれなくなったんですけども、この小規模企

業振興法ができて、これに伴ってこの基本計画という

ものが平成26年に経済産業省でつくってるんです。こ

れを見ると、小規模企業の振興に関する施策の効果に

関する評価を踏まえ、おおむね５年ごとに変更するも

のとすると、こうある。ですから、この久慈市内の実

態を細かく把握して、５年ごとに法律が定めるこの計

画に沿うような形のシステムなりをつくっていかない

と、国からお金をもらえる根拠はないと思うんです。

ですから、ここは慎重にこの実態の小規模振興法に相

当する方が活力が出てこないと、私は久慈の全体の活

力が出てこないとこういうふうに思いますので、ぜひ

これはご検討をしていただきたいということをお願い

しておきます。簡単に感想を聞かせてください。 

 それから、この復興農政の関係で、先ほど大沢議員

さんのほうからいろいろお話をされたんですけども、

私は、今ほど地方にとって都合のいい施策を農林省が

打ち出してきたことは過去にないわけです。したがい

まして、これを実態の状況に合わせた形に取り組んで

いく絶好のチャンスがきたというふうに思うんです。 

 私どもが、団塊世代の人間が小学校のころは、ソビ

エトはコルホーズ、ソホーズ、いわゆる集団農場、国

営農場で非常にすばらしい国づくりをやってるという

のを学校の先生から学んだ記憶がございます。今こそ

この集団農場、あるいは市営農場こういった形に、こ

の工業立国で進んできたところの我が国の、この地方

の社会保障が取り組むと私はすばらしい結果を生み出

すんでないかなということを言いたいんです。 

 事実、この国では集団営農というような形も取り組

んでるわけですから。これさリンクさせていくために

は、やはり市の農政としてこの集団農場、市営農場み

たいな形を取り組んで、それを市の職員の方が管理を

して指導していくという体制をつくり出していけばこ

そ、私はこの石破大臣が全国を回って講演してる地方

創生に、理にかなった私は取り組みだというふうに思

うんです。 

 要するに、石破大臣がおっしゃるのは、国から金を

出す知恵をあなた方は出しなさいとこう言ってる、金

は国は出す。ですから、私どもはそういう認識で取り

組むべきだと思いますが、この点について、感想を聞

かせてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  まず小規模基本法に

かかわってのご質問でございますが、議員のおっしゃ

るとおり、国はそういったいわゆる事業の持続的発展

ということで計画をつくりまして、それを５年ごとに

更新するということでございます。それと、あわせま

して小規模支援法という法律もできておりまして、そ
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の中では商工会議所等が伴走型の支援を行う体制を構

築して、これも計画をつくって、その中で具体的な取

り組みというものを定めていくということで、市とい

わゆる地方公共団体もそれに合わせまして、商工会議

所と歩調を合わせてそういった施策を展開していくと

いう視点は出てくるものでございます。ですので、こ

れから商工会議所さんのほうでもそういった計画を来

年度つくるというふうに伺っております。私どももそ

れにあわせまして、そういった事業の推進策等を取り

まとめながら、一緒になって取り組んでまいりたいと

いうふうに考えておりますし、小規模事業者が公共の

事業等にもどんどん入っていただきたいという思いは

思っておりますので、そういった部分についてもあわ

せて進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  地域再生に関しまして、もっ

ともっと知恵を絞ってという趣旨だというふうにお伺

いいたしました。 

 地域再生は、特に市町村、地方に目を向けるという

国からメッセージが強く出されておりますが、従来か

ら国の各省庁におきましても、やる気のある市町村と

しっかりと事業面でも組んでいきたいというふうな意

思表示は受けております。私もこの仕事を進めさせて

いただいておりまして、待ちではだめだと思っており

ます。待ちの体制ではなくて、あとは国の補助メニ

ューを探すということではなくて、久慈なら久慈市の

課題を解決するためには事業提案をしなくちゃいけな

いというふうに思っておりまして、具体的に久慈市も、

ほんとに知恵比べ、知恵を出していかなくちゃならな

いので、これは職員のみならず議員の皆様のお力もお

借りしたいと思っております。 

 来年度、国におきましてはシティーマネージャー制

度、国の職員を出しますと、あるいは大学の先生、コ

ンサル、そういった専門職を地方に出しますというお

話しありますので、これについても久慈市、立候補し

ております。あわせまして、新年度からは環境省に職

員を送るというふうなことも考えております。待ちで

はなくてこちらから各省庁に対して具体的な事業提案

をして、事業をこちらに誘導すると、そういうふうな

意味で知恵をどんどん出していきたいと、そういう元

気な久慈市をつくっていきたいと思っておりました。 

 これまでのような待ちの、国が何とかしてくれるだ

ろう、県が何とかしてくれるだろうというふうな時代

では、この少子高齢化の時代は勝ち抜けないと思って

おりますので、議員の皆様からもぜひ積極的なご指導、

提案をいただきたいと思ってます。こちらもしっかり

頑張ってまいります。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  大沢議員の質問に関連しまし

て、何点か質問します。 

 まず、この上長内地区の環境整備の関係であります

が、この過去10年以上にわたってこの上長内の整備に

ついてはなかなか語られてこなかったなと、議会でも

語られてこなかったなというのが私の感想であります。 

 そこで、遅くはなりましたが遠藤市長になって動い

てるなという、非常にいい実感しておりますし、再ス

タートを切れてるなという思いであります。開発を進

める、整備を進めるということですが、どんどん進め

てほしいなと思っております。 

 そこで、この長内地区の区画整理を廃止になったと

いうのは聞くわけですが、ほんとになったのかどうか

を確認したいなと思ってましたが、そこで、この廃止

になるまで簡単に廃止になったなという思いがありま

すので、この廃止までの処理経過と、そのはっきりし

た結論についてお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  長内地区の区画整理でござ

います。 

 まず、事業が始まったのは20年ぐらい前になります

けれども、これを以前は中止という形でおりましたが、

県のほうからはそれ以降、中止の方向性が出た以降に

つきましては何とか違う形で、地域計画とか、そうい

った規模を縮小するとか、そういったことももう一回

検討してみろというふうな話がありまして、それがい

ろいろ地域に入っていったわけですけども、なかなか

賛成、反対の、地域のわだかまりといいますか、そう

いったものがあってなかなか話し合いもできなかった

というようなことがありました。 

 それから、22年だったと思いますけれども、都市計

画課のほうで地域に入りまして、町内会長さん、区長

さん、そういった方々からどうだろうかというふうな

ことをみんな聞いてまいりました。そういたしました

ら、だんだんわだかまりが取れてきて、今であれば、
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前は反対したけども今だったらやってもいいとか、さ

まざまな声が聞こえてきました。 

 ということで、そのときに何とか町内会で１回話し

合いを持ってもらえないかと、役員だけでもいいです

しいろいろ話し合いを持ってもらえないかということ

を相談いたしました。その後におきまして、では、ま

ず地域の中でどういったことがやりたいかというふう

なことを出していただきました。そして、それから、

じゃあその地域でやりたいことを、公共事業等ですけ

れども、そういったものがあれば、それをやるために

はどうしたらいいかという話し合いになりまして、で

は廃止という方向で、区画整理以外の事業を導入でき

るような形にするというふうな声が上がってまいりま

して、地域からの要望書というのを出していただきま

して、それから都市計画審議会等にかけて、廃止とい

う形になったものでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  大分、しばらくかかったなと

いう感想なわけですが、我々から見ると12年間も塩漬

けにされてきたなというこの思いでいたわけですが、

その間、この３階建ての強固な住宅等は建てれなかっ

たとか工場誘致ができなかったという非常に弊害があ

ったわけですが、そういう意味からいってもこの建物

を建てれる、あるいは企業誘致もできるよというよう

なことを、どのように市民にこれまで個々、廃止を周

知したのかお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  事業廃止後におきましても、

市民からの要望を聞きとるということで地域に入って

要望等伺っております。その際も、都市計画課の区画

整理事業が廃止になったということでコンクリート構

造物、今議員おっしゃいました３階建てとかそういっ

たものも建てれるようになったと。 

 また、公共事業、下水道であれば汚水も入れるし雨

水事業も入れると、道路事業も入れるというふうなこ

とで説明。 

 また、地域の方々のそういった中で、道路をここに

通してほしいとかここに水路がほしいとか、そういう

ふうな要望も承っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  地域ではそういうふうなこと

をやってるというのはわかりますが、そこに工場を建

てたいとかっていうのは広域にわたったり、もともと

広域にわたるわけですから、もっともっとこの周知は

すべきだなと思っておりますので、それは今後の課題

としてひとつお願いしたいと思います。 

 次に、この駅前中心市街地活性化にかかわってです

が、先ほどから市長も、あるいは部長もワークショッ

プという言葉がよく出てきております。駅前もそうで

すし、その総合運動公園等もそうだということですが、

なかなか横文字は余り議会でも使うなということにな

っておりますが、ひとつ最近は全国でも使われてる言

葉なようですが、ワークショップとは、確認したいと

思いますが、どういう手法でどのように進めるのかお

伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ワークショップにつ

いてでございますけれども、一般的に申し上げますと、

参加者が自発的に作業や発言を行える環境を整えて、

ファシリテーターという、進行役ですけれども、進行

役を中心に参加者全員がつくり上げていくと、目標の

ものをつくり上げていくと。まちづくりにおきまして

は、地域にかかわるさまざまな立場の人がみずから参

加をしていただいて、そして地域社会の課題を解決す

るための改善計画を立てたり、そういったものを進め

ていく、共同作業という位置づけになるかと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  どんどん進めてほしいと思っ

ておりますが、最近のニュースでも宮城県の女川町、

この復興まちづくりを非常にうまく進めているという

ことで、このまちでは特に若い人の考えでまちづくり

を進めるということで、合い言葉のようになってるの

が、還暦以上はしゃべるなと、こういうアイデアの集

め方をしているようで全国的にも評判になっておりま

して、前日も増田前岩手県知事とかいろいろな専門家、

あるいは町長も出て話をしておりましたが、いずれこ

の意見を、住民の意見を聞いてまちづくりを進めると

いうのが今後この女川町が先進地となって進んでいく

かなと思っておりますが、実は遠藤市長はその前から

もう市民の意見を聞いてまちづくりをするという考え

で当選しましたので、その先駆者にもなってるわけで

すが、ぜひこの年齢には関係ないにしても、ひとつ市

民の意見を、全ての事業等において聞きながらまちづ
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くりを進めてほしいなというふうに思っております。

ワークショップもどんどんやってほしいと思っており

ますし、そういうまちづくりを、当然標榜してると思

いますが、そういう考えでいいのかどうか、お伺いし

たいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  私は、久慈市政運営に当たり

ましては市民の皆さんとの共同作業、そういう観点、

力を入れていきたいと思っております。お任せ行政と

よくそういう言葉がありますが、誰かがその立場にあ

ってその思いだけでやっていくと、声は聞かないと、

そういうことではこれからの地方自治、地方行政動か

ないと思っております。少子化、高齢化がどんどん進

んでおりまして、皆さんも各地区でもお年寄りがふえ

て若い人がいないと、共同作業ができないと、どうし

ようかと、そういったときに市はどうするのかと、市

長はどうするのだと、そうじゃなくて、一緒に考える

ということが必要だと思っています。 

 久慈市内も広うございまして、地域ごと、地域によ

ってまた細かく行政区単位でいきますと、状況が違っ

ております。そういう面では、市が考えたらそれで正

解が出るかと、そういうものではないというふうに思

っております。やはり久慈市で暮らし、生活しやすい

環境をつくると、そのためには、計画の段階からまず

意見交換、そこに住民の方もしっかり入っていただき

たいと思っております。 

 来年度からは、支所の機能もそういった地域づくり、

山根支所は山根の地域づくりに、地元の方との積極的

な参加をいただいて意見交換を始めると。侍浜も始め

る。それに、この市役所本体が連携、協力しながら進

めるというふうなことをやろうと、始めようと思って

おります。 

 確かに、市民の皆様のお声を聞く機会をふやします

と、時間がかかるんですが、手間暇はかかるんですが、

それが民主主義だと思っております。一番早いのは、

意見を聞かない、もう決めたら指示をすると、こうし

ますと。ただ、それでいや、これではいかんじゃない

かと思っても、従わざるを得ないと、それでは行動に

つながらないというふうに思っております。 

 これからの久慈市をしょっていただくのは、やはり

若い方だと思っていますので、そういった方の声を聞

く機会をどんどんふやしていきたいと思っています。

介護の話から医療の問題、子育て、教育、街場の振興

の話、地域の共同作業をどうする、やっぱり問題は幅

広くございます。それぞれどうしようか、難しい問題

ですが、それにぜひ市民の皆さん参加いただきたい、

一緒に考えて決めたことは一緒に汗をかくと、そうい

うふうにしないと地域課題は解決されないというふう

に思ってます。やりながらまた反省しながら、次どう

しようかと。 

 そういう意味では、市民の皆様にもご苦労をおかけ

しますが、誰かに頼んだら環境がよくなるということ

では決してないと思っておりますので、スピードも必

要ではありますけども、ある程度はやっぱりそういっ

た皆さんの参加し、意見が言える場をできるだけつく

っていきたいというふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  我々でも提言すれば責任を持

ってやるわけですが、若い人は特にアイディアを出し

た人は、責任持ってやるというようないい循環が生ま

れているようですので、他の例からいくとどんどん進

めてほしいなと思っております。 

 この新年度の主な事業ということで、１番目の質問

に地域おこし協力隊というのがありました。前から国

の事業であって、今回から取り入れるということで、

非常にいいことなわけですが、この募集要項等を見て

おりましたが、何かうわさによりますと、余り募集定

員に達してないという話があります。現状についてお

伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  地域おこし協力隊に

つきましては、２月から募集を、２月いっぱい募集を

かけまして、当初は二十歳以上40歳以下ということで

募集をかけまして、６名に対しまして２名の募集が来

ております。 

 その後、いろいろ問い合わせ等二、三名さらにふえ

てる感じですが、これにつきましては、次回また今２

名ですけども、再度募集するような形で、そして条件

もやはりもう少しこの年齢幅も上げて、条件を緩和し

て再募集をかけたいと思っていました。皆さんからの

いろいろな情報等もお聞きしながら、隊員の確保に努

めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 
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○15番（小倉建一君）  非常にいい事業ですので、ど

んどん進めてほしいわけですが、募集が少なかったと

いうことですが、私がもし東京にいて、40前に会社を

やめて戻ってくるという勇気が果たしてあるのかなと

いうのがありますので、ひとつこれは60になると定年

になって戻ってくるという方もいるかと思いますが、

これは条件から外してもいいと思いますが、55ぐらい

まで思い切ってやめてこれるという、退職金もらって

こっちに来るというような年齢ぐらいまではいいのか

なという気がしますので、その辺はよろしくお願いし

たいと思います。 

 次に、この野球場について、今400万の予算がつい

た話があって、適地なり、施設なり、規模なり財源は

新年度ということですが、実は私の前の野球場の整備

に関する答弁では、「今年度中にこの場所とか施設を

教育委員会で決めて、その後に市長部局に渡します

よ」というような答弁もあったことがあります。それ

がどうも遅れてるようですが、まず教育委員会から、

ちょっと遅れてるという認識はあるのかどうか、確認

したいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  野球場についてでござい

ますけれども、今改めまして野球場だけでなくて、総

合運動公園的な発想ということで、改めて考え直そう

と。その過程におきましても、今まで以上に皆さんの

ご意見、あるいは関係団体等の要望等を聞き入れなが

ら、やり直していこうという形で今作業を行ってると

ころでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  体育協会等からも意見を聞く

ということですが、なかなか見えてないなと思ってま

した。どんどん体育協会なり野球協会なりサッカー協

会等も動かしながら、この意見を聞いてもらって短時

間でまとめてもらうというお願いをしたいわけですが、

実はこの基本構想を今つくる、あるいは次は基本計画、

基本設計、実施設計、こういきますと順番、野球場が

優先という話も前ありましたが、残念ながらこの国体

が終わって、次の年までは野球場、今の野球場を使え

るが、その後はもう取り壊しということになりますと、

今の時点でもう空白の１年が出てしまうと、遅れれば

おくれるほど２年、３年となって、澤里議員も言った

生涯スポーツにもつながっていかないなということに

なりますし、ぜひこの整備スケジュールを詰めた形で、

ことしのうちにもう構想を練って、次の基本計画まで

も補正予算でとってできる話になるかと思いますので、

その辺の考えをどう思っているのか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  まず、体育協会、あるい

は地区体協等からいろいろご意見伺ったところでござ

います。新年度予算お願いしてるところですけれども、

設計やっていく中で、また改めて何とか意見聞きなが

ら、重複しながら振興していきたいと思って、早期の

振興のほうを行ってまいりたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  この総合運動公園構想と絡め

ての、この県の共同事業での経営施設、例えば大型催

事場、これは二、三十年前に久慈市で県に何か要望し

た事業でもありまして、実現してないわけですが、先

ほど市長も県のほうといろいろ進めたいなという話も

ありました。 

 ぜひ私は総合運動公園、そしてまたこの大型道の駅、

経営施設等を１カ所にまとめたこの構想がいいなとい

うふうに思ってますし、その辺の意見も議会のほうか

らもどんどん聞いてもらって、議員からも聞く手段も

とってほしいということで、ぜひこの日程等あえば、

この議会でも対応すると思いますので、事務局との日

程調整しながら、議員はいつでも出てそういう意見を

述べる機会を待ってますので、ひとつ市長の考えをお

伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  総合運動公園構想を早期に策

定して、実際に順番をつけながら施設の整備を急ぎた

いというふうに思っております。あと数年で、この三

陸に無料の高速道路がつながると、人の流れが変わる

と。今まで陸の孤島と言われておりましたこの地域の

状況、条件が一変すると思っておりました。これも見

据えながら、総合運動公園をどこに設置するかと。 

 整備に当たりましては、気象条件と、一旦つくりま

すと40年、50年最低でも使わなくちゃならない状況で

すので、そういう面でしっかり吟味をして、条件を皆

さんにも公表して適地につくりたいと思っております。 

 あわせまして、大きな道の駅、大規模道の駅もぜひ

整備を実現したいと思っておりまして、やはりその集
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客力、利便性、そういったものを生かすためには、今

までこの地域にない、ありませんでした県の大規模施

設、こういったものをぜひ形にしたいと思っておりま

す。 

 県も財政は非常に厳しいと言われておりますが、

281号の時間短縮も、知事に対して強く要望しており

ます。あれもこれもでありますけども、やはりこれか

らのこの北三陸のこの久慈地域、みんなが元気に暮ら

していくためには、やはりそういった資本整備が必要

だと思っておりますので、議会の皆様のご意見しっか

りとお聞きしますので、ご提案もお願いしたいと思い

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  私は、政和会代表の大沢俊光

議員に関連して、何点かご質問をさせていただきます。 

 まず、今初めに、今の小倉議員が質問したこの野球

場、あるいは大型催事場の誘致についてですが、会派

でいろいろ話をしてました。というのは、23年２月に、

前にも教育長にもお話ししましたが、野球場の候補地

は決まったんだと。しかし、津波が来て終局において

25年６月に防災公園のほうにシフトが変わっちゃった

ということで、野球場がいわゆる空白期間が出る状況

になっちゃったと。 

 私は、これらも確かに防災公園の必要性は強く訴え

たんだけれども、一方でそういった現実において野球

場がなくなるということが生まれたのも、私も議会に

も大きな責任があったなというふうには思っておりま

す。 

 そういう中にあって、遠藤市長の特性からいきます

と、県職員という長い歴史、仕事をしてきたというこ

とから、この県との関係は非常に私はあうんの呼吸が

あるんではないかというふうに期待をしてます。 

 そういった意味で県北が遅れている。そういう中に、

中平議員も話ししました施設の張りつけが、何で新幹

線の沿線に張りつくのかと、そこが充実するのかとい

うところこそが、例えば県立病院もそうですし、法務

局もそうだったんだけれども、やはり遠い地域、辺鄙

な地域、県北なら久慈がやっぱり県庁が遠いよという

ところに、そういった機能があるべきだというお話な

されました。私も同感であります。 

 と同じように、大型催事場、岩手県にはいわばドー

ム型の施設がないんでありまして、秋田県、あるいは

青森県にはあります。そういったことからいきますと、

何で岩手県にはないんだろう。 

 今こそ、先ほど大澤議員の質問の中の創生事業の中

にも、やる気を出せ、つまり久慈市の非常に長所とい

うのは、県北の遅れてる市だ。だから、県は積極的に

支援を講じてくれという意味において、この大型催事

場、野球場を私は思ってるんだけども、そういったこ

とも先ほど市長は答弁の中で、県との関係を密にしな

がら、その辺も要求していきたいというふうな話があ

ったので、私は非常に期待をしております。 

 そういった意味では、私ども会派としては、例えば

野球場もそういった原点にかえって、長内の南田地区

を中心にしながら、あるいは道の駅についてもですけ

れども、この海に広がってるところは、基本的にはも

う大型の施設が張りつく、道路に張りつく可能性がな

い。よく長内トンネルから新井田の方面、夏井の方面、

ここには早いところ大型の道の駅がはりつくスペース

がない。じゃあ、侍浜に行くのかというと、なかなか

厳しい。 

 そうすると、南に目を向けると、ちょうどいわば長

内のガソリンスタンドですか、あっちの芦ケ沢のほう

のガソリンスタンドからのこのルート、いわば長内の

インターチェンジができる周辺、あのエリアがある意

味では道の駅を誘致する関係にあるのかな。だとする

と、そこを中心に道の駅をつくったり、あるいは野球

場に降りれるインターチェンジもあるといった意味で

は、私は４市町村がある意味では合意できそうな、私

はこの道の駅にもつながるかなという思いがあります

ので、これは質問ではありません。いずれ検討してい

ただいて、県とのいわゆる調整もしながら、積極的に

期待をしてるというところであります。 

 本格的な質問に入りたいと思います。 

 時間の関係がありますので、最後に市長とやりとり

しますが、細かいところから、それから各分掌のほう

から入りまして、まず教育委員会のほうからいきたい

と思います。 

 私は３月彼岸が来るわけですけれども、常に先人に

手を合わせる、先祖に手を合わせるというのが日本人

のいいところでありまして、この彼岸の日もそれぞれ

お墓参りをするということになります。 

 と同時に、やはり歴史に名を連ねる人についても、

これ歴史の遺産として私は三船先生、あるいはタマシ
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ン・アレン先生、あるいは小田観螢先生等々、久慈に

も多くの偉人が私はいると思います。 

 そこで、まず教育長にお聞かせを願いたいのは、三

船久蔵先生とタマシン・アレン先生がなぜ名誉市民に

なったか、名誉市民になったわけを教えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  もしかしたら間違ってるか

もしれませんが、もちろん、三船十段につきましては、

柔道の最高位をきわめたということでの名誉市民だと

思いますし、タマシン・アレン氏につきましては、い

わゆるアメリカから久慈に渡り、そして戦前からのよ

うでございますけども、向こうから見れば非常に貧し

く見えた久慈地域の幼児教育、幼稚園教育ですか、等

から始まりまして、いろいろな言葉はちょっと適切か

どうかわかりませんが、ボランティア的な仕事、それ

からいわゆる医療的な仕事、あるいは今度地域の牧畜

の振興ですか、大野でやってますけども、そういうふ

うなさまざまな貢献。 

 特に、幼児教育の貢献、そしてほまれ小中学校をつ

くり、アレン短大をつくられたという教育の貢献、そ

ういうふうなことで、久慈市の名誉市民として推挙さ

れて、名誉市民になってるというふうなことだという

ふうに認識しております。 

 ちょっと答えが突然ですので、うまく言えませんで

した。失礼いたしました。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  まず私は、その答弁でまずい

いと思います。私は議論する気はないですのでね。 

 それで、実はその名誉市民に顕彰するというこれか

らのこと。つまり、これからも名誉市民として顕彰さ

れる人が出てくる、あるいは今いるかもしれない。気

がつかないかもしれない。名誉市民を顕彰する際の、

いわば顕彰のための基準というのをどのように捉えて

いるかというのをお聞かせ願いたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  答弁は少しずつ考えることに

して、ということで私はいいっていうのは、いずれそ

ういったことでこの名誉市民の顕彰というのは、怠っ

てはいけない。いわば久慈市に対して功績を残した、

それぞれの分野で功績を残した方々だと。 

 三船十段先生は柔道の神様と言われる人だと、ある

いは、アレン先生はいろんな宣教活動を通し地域医療

に貢献したり、教育に貢献したりというふうなことで、

この地域に光を当てたという意味での功績が高く評価

されて、名誉市民になったと私は思っております。 

 それで、私が聞いてる、そこでこの質問なんだけれ

ども、答弁はアレン宣教師館というふうなことで、東

北文化学園が所有している敷地に云々という答弁があ

った。私は三船記念館、いわゆる三船先生に対するタ

マシン・アレン先生の扱いが非常に迫害的だと、これ、

迫害っていうのは、宗教におけるこの迫害という意味

なんだけど、当時やっぱりアレン先生は、一時期迫害

を受けた部分があるんです。そういうのが私は今もこ

ういう格差の中に感じざるを得ない。 

 というのは、東北文化学園がそれを管理するとして

も、いわばそのアレン宣教師館たる、いわば住んでい

たところ、アレン先生が住んでいたところがかなり老

朽化してる。ぼろぼろになってきてる。 

 つまり、観光客が来る、観光に「あまちゃん」で来

るけれども、同時に久慈市ってどんなところだと。そ

うすると、先ほど来観光案内板があって、三船十段記

念館がありますよ、あるいはタマシン・アレン記念館

がありますよっていうところに立ち寄ることも、観光

客の思いの中にあるはずであります。観光の充実とい

う意味で。 

 そうすると、じゃあアレン記念館に興味を持った方

が来たとして、私は非常に現況の宣教師館は、実態が

老朽化してるっていうことを認識してるかどうかって

いうことについて、まずお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  アレン先生が迫害を受けた

っていうのは、恐らく戦前の戦争のころの話ではない

かなと、日本とアメリカが戦争をしたころの話ではな

いかなというふうに思うんですが、その後のアレン先

生の功績は、久慈にとっては非常にありがたいもんだ

ったと。久慈の市民も感謝してるというふうに思って

おります。 

 アレン宣教師館ですけども、先日、先日といっても

数カ月も前ですが、見せていただきました。私の印象

では、いわゆる久慈幼稚園のほうで管理しますけども、

かなりきちっと管理はされてるというふうには感じて

まいりました。 

 ただ、カーテン等が傷んだりしておりましたが、そ

れは買いたいと。できるだけアレン先生が住んでいた
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当時のままに残しておきたいというふうなことで、中

にあるいろんな家具等も、私が思った以上にきちっと

管理されていたというふうに思っております。 

 あそこに観光客がたくさん宣教舎に行きますと、対

応できる施設ではないというふうに思ってます。普通

のまさに住んでた家より民家で、広さは多分上下で建

坪30坪ぐらいかの家だと思いますし、四、五人が中に

入るともういっぱいいっぱいでございます。 

 そういうことで、アレン先生の展示をするのであれ

ば、それをお借りして別なところに展示してみてもら

う。そして、宣教師館は宣教師館できちっと保存して

いかなきゃならないというふうな感じは持っておりま

す。 

 なお、いろいろな顕彰、久慈の偉人の顕彰につきま

しては、三船十段記念館があるわけでございますので、

この三船十段記念館を有効活用したいというふうに思

ってます。つまり、三船十段を顕彰するとともに、ほ

かのスペースを使ってアレン先生の顕彰をする、ある

いはその小田観螢の顕彰をする、そういうような使い

道もあるんではないかと。 

 それと同時に、アレン先生や小田観螢等に興味を持

っていただく方がくれば、三船十段も勉強していただ

けるというような形で、いろんな施設を、ある施設を

有効利用しながら、久慈のいわゆる偉人の顕彰に努め

てまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  今の答弁で結構です。偉人記

念館、三船記念館はあるんだけど、ほかのがないとい

うようなことで言うと、私は差別化してるので、大き

な意味でこれからを含めると、偉人記念館としてやは

りきちっと顕彰を押し進めるような、あるいは資料を

きちっと確保するような人任せでなくて、やはり大事

な私はある意味での観光資源、未利用資源だというふ

うに思ってますので、ぜひその辺を市長部局とも相談

しながら、東北文化学園から借り上げる、あるいは使

用、借りる云々かんぬんしながら、ひとつ努力してい

ただきたいと思います。 

 そして、道路の、沿岸道路の住民説明の件でした。

議会にも実は全体計画が示されてない、私は説明を聞

いてないと思ってるんです。 

 地権者に対する説明はアンバーホールでもあったし、

元木沢地区であれば防災センターでもあったんだけれ

ども、全体計画、ただ久慈市にかかる全体計画を、私

は具体的に議会としても説明を受けてないと思ってい

るんですが、この点いかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  議員おっしゃるとおり、特

別に議会のほう、議員の方々に示したことはないと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  ぜひ改めて議会のほうにも説

明をしていただく機会をつくっていただきたい、これ

要望をしておきます。 

 時間がなくなりましたので、もう一つ事業について

一つだけ確認するというか、取り組みですけども、福

祉行政の①婚活支援推進事業であります。12月議会で

したか、９月議会でしたか、市の職員の独身傾向につ

いて調査、答弁があったんですけれども、非常にびっ

くりするような人数でございました。 

 市長、ぜひこれは隗より始めよということで、みず

からの職員から婚活作業をしていただきながら、光を

当てていただきたいと思うわけですが、所見をお願い

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  確かに、先般の市議会本会議

において、そういうことが話題になりまして、これ市

民の皆様にぜひ結婚していただいて、家庭を持ってい

ただいて、子育てもというふうなのを久慈市の政策と

して進めておりますので、まず足元からというのも、

これも頑張ってまいりますが、市の職員がということ

で終わっていいわけありませんので、こちらも意識し

ながら、市民の皆様にも広くこういう機会理解いただ

いて、みんなで応援団をつくりながら幸せなカップル

がどんどんふえるといいなというふうに思っておりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  いずれ個人情報に係る部分も

たくさん出てきますので、取り扱いが厳しいんですが、

職員公僕でありますから、ある意味では公僕の情報を

どんどん提供していただいて、女性から興味持てる、

男性から興味持てるような環境をつくることが、私は

大きな第一歩かなと思ってますので、ご検討いただき

たいと思います。 
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 最後になりますが、この27年度当初予算の策定であ

ります。私は、３月26日市長が登庁し、そして補正予

算も組んでスタートするわけですけれども、財源が非

常に厳しかったということであります。いわゆる今度

の27年度当初予算こそが、まさに遠藤カラーが出た予

算だと思っております。 

 というのは、これまではどちらかというとトップダ

ウン方式でありましたから、職員の閉塞感がちょっと

あったような気がするんです。ところが、今回職員か

らどんどん私は事業が出てるものじゃないかなと。ま

さに職員の声が上がってきたのではないかなという思

いがあるわけですけれども、この当初予算の編成に当

たって、職員の対応はいかがだったかというのを、ご

所見をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  27年度の当初予算編成に当た

りましては、かねて職員に対しまして積極的な事業提

案をするようにという協力要請をいたしました。 

 それにつきましては、国の動向をしっかりとキャッ

チをして、他の市町村の動きを事業等についても情報

収集をして、今久慈でやっていかなければならないも

の、やるべき事業、そういったものをどんどん提案し

てほしいというふうにお話をしまして、かなり上がっ

てまいりました。 

 新規事業で提案してもらったのも、切ったのもあり

ます。やはり全体の事業費、今回基金を取り崩しなが

らの組み立てにはなったんですけども、メインとしま

しては雇用の確保を若い人に地元に残ってもらって、

あとは子育てをしやすい環境をどうつくるかと。あと

は高齢者対策もあります。 

 というか、人に優しい、住みやすいというのは、や

っぱり人を大事にする、そういう施策を力を入れなが

ら、ただし大規模事業については10年先、20年先を見

据えた長期的なものもつくりながら、両方をやったん

ですが、そういう話をしましてかなり職員も頑張って

もらいました。 

 提案が取り上げられなかった職員にとっては、じく

じたる思いもあるかと思うんですが、ことしは職員提

案も例年に比べてかなり多い提案も上がってきており

ます。そういう積極性が徐々に出てきているなという

ふうに考えております。 

 やはり市長一人で施策を組み上げる時代ではありま

せんので、みんなで考えて、みんなでもんでいくと。

その中からいいものを吟味していくと。やはり厳選せ

ざるを得ない状況なんですが、そういうふうに職員も

動いていただいてるなというふうに思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  迫っておりますので、短時

間にお願いします。 

○24番（濱欠明宏君）  いや、短時間というよりも、

遠藤市政27年度、いよいよご発展されるように期待を

しておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 この際、暫時休憩いたします。再開は午後３時30分

といたします。 

    午後３時15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30分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 一般質問を継続します。 

 次に創政会代表、下川原光昭君。 

    〔創政会代表下川原光昭君登壇〕 

○２番（下川原光昭君）  私は第22回定例に当たり、

創政会を代表し、諸課題について12項目16点を通告の

順に従い一般質問いたします。 

 第１の質問は、市長施政方針演述について、３点お

伺いいたします。 

 １点目は、国際交流の推進については、今後も実施

するとありますが、国内都市との交流について触れて

おりませんが、その考え方についてお伺いいたします。 

 ２点目は、基幹作目である雨よけホウレンソウ、菌

床シイタケに次ぐ当市の気候に適した高収益作目、実

証栽培に取り組むとありますが、新たな作目の開発の

考えについてお伺いいたします。 

 ３点目は、一流シェフによる短角牛等特産品を活用

したご当地弁当の開発内容と、完成予定はいつごろと

考えているのか、お伺いいたします。 

 第２の質問は、行政組織の見直しについてでありま

す。 

 第一次産業は、当市の基幹産業であり、農業、林業、

水産業について、市の組織を３課に分けてブランド力

向上、生産者所得の向上、担い手不足等に向けて、き
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め細やかな対応をすべきと思いますが、考えをお伺い

いたします。 

 第３の質問は、津波避難所についてであります。 

 明日で震災丸４年になります。その後、防潮堤、防

波堤のかさ上げ、自宅再建、災害公営住宅、避難道路

整備等が進む中、いまだ久慈湊地区への避難所整備が

見えていない状況であります。この計画の見通しにつ

いてお伺いいたします。 

 第４の質問は地方創生についてであります。 

 国の５カ年計画「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を踏まえ、市町村が平成28年３月末までに総合戦

略の作成を要請しております。当市の戦略と今後の見

通し、取り組みについてお伺いいたします。 

 第５の質問は、いわて国体についてであります。 

 平成28年第71回国民体育大会希望郷いわて国体まで

１年数カ月となりました。柔道競技、軟式野球競技の

開催に向けた準備等の進捗状況についてお伺いいたし

ます。 

 第６の質問は、久慈湾内にできる静穏域の利活用に

ついてであります。 

 静穏域での養殖は、しけなど外海の影響を受けずら

いことから、安定した水揚げにつながると見られ、安

定収入が期待されます。静穏域の活用に向けた調査、

研究が行われておりますが、課題とその見通しについ

てお伺いいたします。 

 第７の質問は、外国人観光客誘客についてでありま

す。 

 ４月からＮＨＫ、ＢＳで再放送されることから、観

光客の増加が見込まれます。 

 国内はもとより、台湾を中心とした海外からの観光

客誘客の積極的取り組みについてお伺いいたします。 

 第８の質問は、中心市街地活性化についてでありま

す。 

 先月２月９日から２月21日まで、計６回、各町内会

と中心市街地活性化に係る意見交換会のその目的につ

いてお伺いいたします。 

 第９の質問は、教育旅行についてであります。 

 教育旅行及び一般旅行者等の受け入れをさらに拡大

するための山、里、海体験受け入れ態勢のその充実策

と誘客活動の具体的な内容についてお伺いいたします。 

 第10の質問は、移住者受け入れについてであります。 

 当市へ移住する若者への就職支援を強くすることに

より、当市への移住者拡大を図るＫターン若者雇用拡

大推奨金制度の具体的な取り組みについてお伺いいた

します。 

 第11の質問は、空き家についてで、２点お伺いいた

します。 

 １点目は、大雪、台風等で倒壊する恐れがある空き

家への対応策についてお伺いいたします。 

 ２点目は、久慈市空き家情報登録制度空き家バンク

の充実に向けた取り組みについてお伺いいたします。 

 最後の質問は、平庭高原の白樺林についてでありま

す。 

 日本一の白樺美林を活用した白樺樹液等の商品化に

は取り組んでおりますが、この平庭高原、白樺林の保

護策についてお伺いいたします。 

 以上で私の質問は終わりますが、この３月末をもっ

て退職されます職員皆様のこれまでのご労苦に敬意と

感謝を表します。 

 今後につきましても、健康に十分留意され、引き続

き市政発展にご協力いただきますとともに、私どもを

ご指導くださいますようお願いをいたします。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  創政会代表、下川原光昭議員

のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、施政方針演述についてお答えをいたします。 

 まず、国内都市との交流についてでありますが、三

圏域連携懇談会及び三陸沿岸都市会議などを通じたこ

れまでの連携に加えて、姉妹都市、友好都市交流につ

きましても、引き続き積極的に取り組みを進めてまい

ります。 

 なお、東京都小金井市との交流につきましては、一

昨年、久慈市観光物産協会が小金井市商工会、小金井

市商店会連合会と交流協定を結んでいることから、ま

ずは、市民レベルでの活発な交流の充実が先決である

との認識から、これまでの春の小金井桜まつりなどを

通じた交流を促進してまいります。 

 また、新潟県小千谷市につきましては、中越大震災

ネットワークおぢやへの加入に向け、現在協議を進め

ているところであります。 

 さらに、他の自治体との交流連携の可能性につきま

しても、さまざまな機会を活用しながら、実現に向け
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て、積極的に取り組んでまいります。 

 次に、雨よけホウレンソウ、菌床シイタケに次ぐ新

たな作物の開発の考えについてでありますが、本市の

自然条件や土地条件に適した新作目を開発するため、

久慈農業改良普及センター及び関係団体等の協力を得

て、市単独事業である新作目開発実証事業に取り組ん

でいるところであります。 

 最近では、平成23年度から25年度までの３年間、夏

井地区において実施したネギの実証栽培におきまして、

生育状況、品質とも良好な成果であり、その後も栽培

規模の拡大が図られ、モデル経営体の育成も進んでお

りますことから、当市の新作目として産地化が図られ

るよう、実証成果の周知を行っていくこととしており

ます。 

 なお、平成26年度からは露地におけるミニトマトの

栽培と、お盆用向け花卉のダリヤの実証栽培に取り組

んでいるところであり、今後とも久慈農業改良普及セ

ンター等と連携し、新作目の開発実証に取り組んでま

いります。 

 次に、一流シェフによる特産品を活用したご当地弁

当の開発内容と完成予定時期についてでありますが、

この事業は、一般社団法人超人シェフ倶楽部の地方応

援プロジェクトの協力を受け、地域の食材を生かした

商品開発により、特産品の認知度や観光促進につなげ、

地域の活性化を図るためにプロデュースするものであ

り、新年度早々の５月下旬を発表予定としております。 

 ご当地弁当は、一流シェフが山形村短角牛などの地

元食材を活用してつくるレシピによりまして、有限会

社総合農舎山形村が弁当製作を行い、首都圏や地元で

販売を行うこととしております。 

 今後の予定といたしまして、完成する５月下旬には、

首都圏においてご当地弁当の発表会を行い、久慈の魅

力を全国に発信し、観光物産の振興を図ってまいる考

えであります。 

 次に、行政組織の見直しについてお答えをいたしま

す。 

 今議会に「部設置条例の一部を改正する条例」をご

提案申し上げているところであり、その内容は、行政

組織のスリム化の実現と幅広い行政ニーズに、限られ

た人員で対応することができる効率的、機能的な組織

づくりを進め、新たな行政需要や課題に対応するため

の体制の整備を図ることを目的としております。 

 農業、林業、水産業につきましても、第一次産業と

第二次産業及び第三次産業との連携を推進するととも

に、六次産業化を図るため、農林水産部と産業振興部

を統合し、産業経済部としたいと考えております。 

 これは、縦割り的な組織から横の連携に配慮し、農

業、林業及び水産業等の地域資源の利用を、業態を超

えて最大限に引き出すよう再編しようとするものであ

ります。 

 来年度は、現在の２課での対応を考えておりますが、

事務事業の状況を見きわめながら、必要に応じて柔軟

に組織の見直しを行ってまいります。 

 次に、津波避難所についてお答えをいたします。 

 久慈湊地区の津波避難所整備計画の見通しについて

でありますが、久慈湊地区に整備した湊地区防災セン

ターは、昨年９月に完成し、12月には避難所として指

定したところであります。 

 今後におきましては、同防災センターへの備品の配

備と津波避難タワーの建設を進めるとともに、地域の

皆様の声をお聞きしながら、避難道路、避難所等の充

実に努めてまいります。 

 次に、地方創生についてお答えをいたします。 

 当市の総合戦略と今後の取り組みにつきましては、

さきの新政会代表泉川議員ほかにお答えいたしました

とおり、久慈版総合戦略をどう展開するのかについて、

市民の皆様とのワークショップを重ねながら、久慈市

の特色を生かした総合戦略を策定していく中で、働き

盛りの方々が、地元に残ることができる雇用環境の確

保や、子供を育てる喜びを感じ、安心して子育てでき

る環境の整備などを盛り込み、新たに久慈に移り住み

たいと思う方々がふえるような、久慈ならではの総合

戦略をつくり上げるために、全力で取り組んでまいり

ます。 

 次に、2016いわて国体についてお答えをいたします。 

 国体開催に向けた準備等の進捗状況についてであり

ますが、国体開催準備を具体的に進めるため、平成26

年に各分野の見識者等で組織した４つの専門委員会を

市実行委員会に設置し、国体開催に向けた準備、課題

等の協議を行い、各種基本計画及び実施要領等の策定

を進めております。 

 また、本年８月に開催されます第42回東北総合体育

大会を希望郷いわて国体競技別リハーサル大会として、

国体開催に向けた運営等の検証を行うとともに、市民
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一体となった取り組みを進め、平成28年の希望郷いわ

て国体の成功に向けて、万全を期してまいる考えであ

ります。 

 今後におきましては、市民の国体開催に向けた機運

の醸成を図るため、関係団体等と連携し、久慈駅前広

場への国体ＰＲ看板の設置、商店街街路灯への国体Ｐ

Ｒバナーフラッグの設置、花いっぱい運動及びクリー

ンアップ運動の推進等の取り組みを進めてまいります。 

 次に、久慈湾内の静穏域の利活用についてお答えを

いたします。 

 ご承知のとおり、久慈港では直轄事業による湾口防

波堤整備が進められており、その進捗に伴い、創出さ

れます静穏域につきましては、漁業や観光、エネル

ギー産業など、多様な分野への活用が期待されるもの

であります。 

 現在、県北広域振興局及び久慈市漁業協同組合との

連携により、アワビ、カキの養殖試験を行っておりま

すが、おおむね良好に生育できているものの、えさの

供給量、回数、飼育密度、水深などについてさらに調

査、分析を行っていく必要があり、来年度も養殖試験

を継続して実施する予定であると、県北広域振興局か

ら伺っているところであります。 

 湾口防波堤につきましては、平成40年度の完成予定

となっており、その着実な進捗が、静穏域活用の前提

となることから、市といたしましては、今後とも国に

対し、早期の完成を強く要望してまいります。 

 次に、外国人観光客誘客についてお答えをいたしま

す。 

 国内はもとより、台湾を中心とした海外からの観光

客誘客の取り組みについてでありますが、さきの新政

会代表泉川議員にお答えいたしましたとおり、台湾で

の観光ＰＲ活動や受け入れ態勢の充実について、岩手

県を初め関係機関と連携しながら、モデルツアーの設

定などの検討を含めて、官民一体となった積極的な取

り組みを行ってまいります。 

 次に、中心市街地活性化についてお答えいたします。 

 市民との意見交換会の目的についてでありますが、

中心市街地の活性化に向けましては、行政主導の箱物

整備だけではなく、地域住民及び商店経営者等との一

体的な取り組みが必要であると考えておりますことか

ら、行政、住民及び経営者がお互いに課題を提起し、

議論を深めるために実施したところであります。 

 意見交換会につきましては、今後とも継続して取り

組んでまいります。 

 次に、教育旅行についてお答えをいたします。 

 まず、受け入れ態勢の充実策でありますが、受け入

れを拡大していくためには、魅力あるプログラムの開

発と質の向上及び民泊受け入れ家庭の拡大が必要であ

ると認識しており、体験者ニーズに沿ったプログラム

設定を進めるとともに、研修会等によるインストラク

ターのレベル向上と、夏井地区など、他の地域に広げ

るなど、民泊受け入れ家庭の掘り起しに引き続き努め

てまいります。 

 次に、誘客活動の具体的な取り組みでありますが、

ふるさと体験学習協会及び旅行代理店と連携した学校

訪問を実施するほか、首都圏、北海道、大阪での修学

旅行誘致説明会へ積極的に参加し、新たな学校の招致

に努めてまいります。 

 次に、移住者の受け入れについてお答えをいたしま

す。 

 久慈市への移住、定住の取り組みの総称として、Ｋ

ターンとして紹介しているところでありますが、具体

的な取り組みといたしましては、久慈市空き家情報登

録制度、いわゆる空き家バンクを設置し、移住に伴う

支援制度などとともに、ホームページ、移住・定住ナ

ビＫターンを開設し、情報発信を行っているところで

あります。 

 また、ふるさと回帰フェアなど、都市部で行われる

移住、定住イベントに相談ブースを出展し、移住希望

者へ直接情報を提供するとともに、久慈市の生活環境

を体験する、いなか暮らし体験ツアーの造成にも取り

組んでいるところであります。 

 また、新年度におきましては、移住定住事業費補助

金を創設し、空き家物件の購入費やリフォーム代、家

賃を支援するなど、市内への移住、定住の促進に積極

的に取り組んでまいります。 

 次に、空き家対策についてお答えをいたします。 

 まず、倒壊の恐れがある空き家対策についてであり

ますが、市内におきましても、適正な管理の行われて

いない空き家の倒壊などが懸念される家屋等が散見さ

れているところであります。 

 このような空き家に関しましては、全国的な問題と

なっており、昨年11月、空家等対策の推進に関する特

別措置法が制定され、本年２月26日、施策を実施する
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ための基本指針が示されたところであります。 

 今後におきましては、空き家等に対する措置を実施

するためのガイドラインが公布から６カ月以内に示さ

れる予定となっておりますことから、空き家等対策計

画の策定や協議会の設置等、関係機関と連携を図りな

がら、適切に対応を進めてまいります。 

 次に、久慈市空き家情報登録制度空き家バンクの充

実に向けた取り組みについてでありますが、空き家バ

ンクは、久慈市への移住、定住希望者を対象に、市内

の空き家を紹介する制度であり、現在の登録物件のう

ち、紹介できる物件は４件となっております。 

 移住希望者のニーズに対応していくためには、登録

件数をふやし、空き家バンクの充実を図っていく必要

があると認識しており、これまでの市広報等での募集

に加えまして、町内会や岩手県宅地建物取引業協会久

慈支部等からもご協力いただき、実態調査を行うなど、

新規登録物件の掘り起こしに取り組んでまいります。 

 また、新年度においては、移住定住促進事業費補助

金を創設することによりまして、空き家バンクに登録

しやすい環境を整えることとしております。 

 最後に、平庭高原の白樺林についてお答えをいたし

ます。 

 平庭高原の白樺林の保護について、これまで県の各

種補助事業等を活用しながら、白樺林の保護に努めて

きたところであります。 

 岩手県からの委託を受けて管理員１名を配置すると

ともに、市単独事業で、作業員３人を配置して、白樺

林の下刈りや倒木処理などを行い、自然環境の保全に

努めてまいりました。 

 また昨年、新たな動きとして、地域資源の掘り起し

とその魅力を高めることを目的に、市民と市職員によ

るボランティア団体「くじ☆ラボ」を結成し、平庭高

原の環境保全整備を行ってきたところであります。 

 白樺林の保護につきましては、林の中を明るく保つ

ことが生育条件であり、定期的な林の中の手入れが必

要となることから、管理者である岩手県と連携を図り

ながら、今後とも日本一の白樺美林の保護、育成に努

めてまいります。 

 以上で、創政会代表、下川原光昭議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  それでは、再質問をさせて

いただきます。 

 ３番の津波避難所についてであります。２月17日、

三陸沖を震源とする地震があって、津波が20センチで

はありましたが、襲来をいたしました。 

 天候は晴れでありました。肌寒い日であります。こ

こに、金刀比羅神社のところに、久慈湊保育園の子供

たちを含めて70人の避難者。夏井駅前、大湊地区の避

難所であります大湊公葬地に約５人の避難者がありま

した。 

 今の答えで、二つの地域には整備をしていただきま

したが、防災センターが、湊地区防災センターと、大

湊地区は、ふれあい、名前忘れましたが、何だかんだ

があります。 

 しかし、そこはこの前、開設してくれなかったんで

す。その開設できなかった理由をお聞かせをお願いい

たします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  開設しなかった理由はと

いうことでございますが、さきの上山議員にお答えい

たしましたとおり、避難指示については海岸堤防の海

側にいる人に対する避難指示ということで、堤防の陸

側に退避していただくということで、注意報で避難指

示は海岸には出しますけども、避難所の開設はしてい

ないところでございます。したがって、開設しなかっ

たということでございます。 

 また、できたばっかしでございまして、消防防災課

で鍵を保管しておりましたので、地域の方にお預けし

ていれば、もしかすれば、緊急事態の時には、例えば

開設の指示がなくても、開けて暖をとっていただくと

いうか、中に避難できたのかなというふうにも思って

おりますので、今後におきましては、いずれ地域の方

にも鍵を預かっていただいて、そして上山議員にもお

答え申し上げましたとおり、注意報においても、避難

所の開設について、現在検討を行っているということ

でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  津波が来ますということに

なりますと、消防団員は水門閉鎖をして、各地域の

方々を避難させます。そこまではわかりますよね。と

いうことは、避難者がいるということになります。 
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 確かに、先ほど晴天で肌寒かったと申しました。そ

うすると、津波の解除がなされないまま、避難はしな

くてもいいですよと、私たちは消防団員の務めとして、

もういいです、帰ってくださいというわけにはいかな

いわけですよ。 

 その時に、これは朝８時半ごろだったと思いますけ

れども、そこに避難者がいるということ、これは朝早

くて晴天だったというのもありますが、ずっとこの問

題については言ってますけども、いつ、何どき、どう

いう状況だというのは、皆さんもご存じだと思います。 

 その中で、津波の解除が発令されないときには、地

域の方々は不安を抱えたまま、避難場所にとどまると。 

 そうすると、せっかくセンターを整備してある、私

もその時に、説明会に行きました。指定管理にするの

かという等々の問題があったわけですけども、いずれ

地域の方々に施錠については、移行していきたいとい

うのは確かにありました。 

 ただ、こういう、避難場所、避難所のせっかくつく

ってあるのに、緊急避難場所としてできないというの

は、もう１回聞かせてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  先ほども申し上げました

けれども、現段階では津波注意報の場合に、避難指示

は海岸端に出しますけれども、避難所の開設はしてい

なかったということでございます。 

 したがいまして、今後においては、津波注意報であ

っても、自主避難の方もいらっしゃいますので、現段

階で避難所の開設について検討を行っているところで

ございます。 

 当該久慈湊地区の津波避難所につきましては、７月

の指定管理を目指して事務を進めているところでござ

います。 

 それまでにまた、何かあるかもしれませんので、そ

の前に、消防団の方なり、区長さん、町内会長さん、

もしくは近くの方にキーをお願いして、複数でキーを

保管するというふうな形をとっていきたいと思ってい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  今、部長も答弁していただ

きました。緊急避難所です。その開設は、やはりいつ

起こるか、７月の指定管理までに、余震が100年続く

という情報もありますので、やはり自然災害のときは、

やっぱりみずから進んで避難をした方々も実質、認識

しているわけですので、早急に対応できるのは、対応

をして、市民の命を守る、健康管理をしっかりする、

そういうのをいち早く対応するのが市としての役目だ

と思っていますので、早急にそういうことについては

対応をお願いしたいと思います。 

 次に、行政組織の見直しについてですけども、議案

第19号でありますが、先ほども違う箇所で質問を言っ

てますが、当市は、第一次産業が基幹産業であります。

それに次ぐ産業、商工等があります。この大変忙しい

部、そしてまた、農業と林業と水産が、同じ課で、同

じ部で、私はスリム化というのは、悪いとは言ってま

せんが、スリム化によって、部が統合するということ

です。 

 この忙しい部が、二つが一つになるというのは、目

に見えてわかります。ますます忙しくなるということ

だと、私は思います。 

 ちょっと２人の部長がいますので、今の現状を、残

業もしないでやっているとか、産業振興部長なんか、

オールシーズン、春は春まつり、夏はヤマセあきんど

祭り、秋は久慈秋まつり、冬はくじ冬の市等々のイベ

ントがいっぱいあります。そういったところに出かけ

ていっている状況であります。 

 農林水産部長も各種団体等の視察研修等もあるはず

です。 

 そういうところ、職員の健康を私は壊す恐れがある

のではないかなというので、もしかしたらということ

ですが、答えていただければありがたいなと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  まず最初に避難所の開設の

件でございますが、市民の皆さんが心配なく生活して

いけるように、そして災害があったときに、いち早く

避難所が開設できるような仕組みについては、今後地

域と一緒になって相談し、どうあればいいかというの

については、先ほど部長が申し上げましたとおり、速

やかに検討を始め、実施していきたいと思っておりま

す。 

 それから、部の設置条例の改正にかかわってのご質

問でございます。 

 本当に職員の健康について、ご心配いただきまして、

本当にありがとございます。実際、市の職員は、この
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産業振興部、農林水産部にかかわらず、どの部も忙し

く仕事をしております。 

 特に震災以降、本当に職員が土日も休みもなく、仕

事をしております。これも本当に久慈市の復興のため

に、とにかく頑張ろうという気持ちで取り組んでいる

ものでございまして、そういう状況でございます。 

 ただ、そう言いましても、限られた職員の中で、市

を行政を運営していかなければなりません。要するに、

総枠が職員の数をふやせない、そういう状況の中にあ

っては、やはり幹部の職員を、言葉は悪いんですけど

も、削ってでも、実働部隊をふやしていかなければな

らないという思いでもって、今回の部の設置条例等の

見直しをし、そして各課の見直しをし、何とか実働す

る職員を確保して、そして一日も早く復興をなし遂げ、

新しい久慈市をつくっていきたいという思いから、今

回ご提案申し上げておりますので、何とぞご理解をい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  今、副市長から丁寧な答弁

をいただきましたが、復興で今、市長の施政方針演述

の中でもありますが、今、まだ復旧・復興の最終段階

であると。そういう中で、職員は一生懸命今も引き続

き、４年間、明日で丸４年になりますが、やってきた。 

 確かにその通りでありますし、体調、また健康管理

には十分気をつけて、職員の方々はやってきたと、敬

意を払いたいと思いますが、今まだ最終段階において、

この大変忙しい二つの部を一つにするというのは、今

までも大変だった、頑張ってもらった。なおかつそれ

に上乗せをして、もっと頑張ってほしいというのもわ

かりますけども、さきに言った、基幹産業であります。

農業、林業、水産業、そしてこれからもっと大切にな

る産業振興等、これは、やはり私は議案で出してもら

ってますが、職員の健康管理のためにも、もう少し待

って、そして本当の中身、地方創生もそのとおりです。

地域から提案しないと、だめですよとなってます。 

 その一番大事な久慈市の基幹産業である、これを一

つにまとめたり、また産業振興部をまた合併するとい

う、やはりこの市長が言っているきめ細やかな部分に

対して、私は逆行しているんじゃないかなと思ってお

りますので、提案出してから引っ込めないとわかりま

すけど、いずれそういう考え方をぜひ持って、進めて

もらいたいなと思っております。いずれそういうふう

に職員の健康にも十分留意してもらって進めて、反対

しますけども進めて、あれです。 

 次に、８番の中心市街地活性化についてであります

が、２月９日から６回ありましたが、市長は、その場

所に、何回出席されたのか、お尋ねをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ２月に開催いたしま

した商店街、それから地域住民の皆様方との意見交換

会でございますけれども、それにつきましては、部長

以下、私ども職員のほうで対応させていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  私も、６回全て出席はでき

ませんでしたが、何回か出席をしました。その中で、

私が一番先にしゃべったとおり、市長が商店街、町内

会の方々と意見交換をしたいというので、市長は今日

は来ないのかという方もいました。 

 多分、その方の率直な意見だったと、思いだったと

思います。やはり、市長がよく言う、市民の声を聞く

ということからすれば、部下に任せたというのも、そ

のとおりだとは思いますが、やはり意見交換会という

のは、私は一度か何度かは、市長も直接市民の、せっ

かくこういうのを企画しているわけですので、出るべ

きだったと、私は思っていますが、出なかったという

のは答弁がありましたが、出れなかったいきさつがあ

りましたら、お聞きをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  出れなかったということで

はなく、この意見交換会については、先ほど部長がご

答弁申し上げましたとおり、最初から部長以下で、こ

の意見交換会については、臨むという方針のもとに実

施しものでございます。 

 議員さんおっしゃるように、いろんな市民の皆様方

の意見を聞く機会等もあるわけですので、それらにつ

いても、市政懇談会等において、それらをやっており

ますし、種類、種類に応じて、全部が全部、市長が出

て、聞ければいいわけでございますけど、なかなかそ

うもいきませんので、その結果、会議の結果について

は、随時担当課のほうから、議事録として上がってま

いります。それらについても、内容を承知していると

ころでございますので、ご理解をいただきたいと思い
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ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  下川原議員にお願いいたし

ますが、ただいまの市街地活性化についてということ

で、質問の要旨は、市民との意見交換会の目的につい

てという大変重要な要旨を掲げていますので、それに

関しての質問を整理してお願いしたいと思います。２

番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  今、議長から指導がありま

したが、その中で、６回開催されたわけですけど、今

後のスケジュールとか決定は、午前中の答弁だとは思

います。ワークショップをして、素案をまとめて、秋

に決定するんだと。それはいいことでありますが、地

域から出された意見、取りまとめてあると思います。

その取りまとめの重要な部分について、お聞かせを願

いたいと思います。多く出された意見というのを。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  出された意見という

ことでございますが、先ほどご答弁を申し上げており

ましたけども、やはり一番多かった中身といいますの

は、駅ビルについてのご意見、それについて、老朽化

をしているとか、そういったことで、取り壊したほう

がいいのではないのかとか、あるいはそれに対してそ

れを市でやるのはどうなのかなというような意見もご

ざいました。 

 あと、東西交流の話もありましたし、それから駅前

だけではないだろうという話もございました。商店街

の中で、活性化をしていくためには、駅前開発だけの

話ではなくて、商店街として何を取り組んだらいいの

か、シャッターの閉まっている空き店舗などを有効に

活用していく必要があるだろうと。 

 それについて、例えば休みどころとか、そういった

ものはどうだろうかとか、いろいろご意見ございまし

た。 

 決定的な、これが最高にいいなというのは、なかな

かいろんな意見ですので、集約はできませんでしたけ

れども、そういった意見もございました。 

 そのほかにも、例えば町内会のほうでは、荒町とか

八日町のほうに何かあったほうがいいとか、中町のと

ころをもうちょっと集中的に、別の施設をつくったら

どうだろうかとか、そういったいろいろなご意見をい

ただいたところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  今、部長からご答弁をいた

だきました。ほとんどがこの事業を進めてほしいとい

う内容と私は受けとめました。 

 そういうことからしますと、去年から市民全戸でア

ンケートをとって、ほとんどの方、割合にすると③の

市からの提案が多数を占めたわけです。 

 それが大体の目安になるのかと思ってましたが、そ

うじゃないんだと。また、意見を聞いて、申請を見送

るということで、今までずっと来ているんですが、や

はり、事業が動き出すことによって、市民の皆さんの

イメージ、久慈駅前を含めたまちの姿のイメージとい

うのは、私はできてくるものだなと思っております。 

 その後押しをするのが行政であり、それに付随する

のは民間活力だったりすると思うんです。 

 そしてまだ、ワークショップして、継続しながら市

民の意見を聞くというのは、そろそろ終局をして、市

長が思い描く中心市街地をあらわすべきだと思ってま

すが、この考え方について答弁をお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  駅前の再開発につきましては、

見直しをお約束して、選挙で訴えてまいりました。そ

れまでは、駅前の整備が行われるようだという話は、

市民の間に広まっておりましたけども、具体的な中身

がよくわからないというふうなことでございましたの

で、見直しをしますということで、１年たってまいり

まして、いろいろアンケートもお願いいたしました。

市民の皆さんのご意見も、直接お伺いする機会もつく

りました。 

 その結果、さまざまなご意見が出ております。承知

しております。私が出席しなくても、復命書がしっか

り回ってまいりますので、それは全部目を通しており

ます。 

 どんどんやるべきだというお話もありますが、この

１年間、かなり市民の皆さんに関心を持っていただい

て、この事業について考えていただいたというふうに

思っております。 

 その上で、私はこの事業をやめるとは言った覚えが

ないのです。見直しをしましょう、もう少し時間をか

けて、市民の方のご意見を聞いて、議論をする場をつ

くっていきたい。みんなで考える場をつくりたいとい

うふうにお話してまいりました。 

 そろそろ意見交換いいんじゃないかという話がある
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んですけれども、これにつきましては、今、コンサル

に入っていただいて、専門的な事業費の積み上げ等、

これはプロがやらないと、概算出ませんので、そうい

った作業もやりますが、それをまた提示して、見てい

ただいて、ご意見をいただきたいと思っております。

もう少し時間をいただきたいと思っております。 

 前のままですと、よくわからないまま、事業が進む

と。どうして民間の所有物を市がやるんだという、そ

ういう話等も含めて、みんなで議論をしていただきた

いと、そういう効果はあっただろうと思っております。 

 お話のように、整備は行ってまいりますので、中身

が問題だと思っております。 

 １回やってしまいますと、それを30年、50年のスパ

ンで管理運営し続けなければいけない。市民にとって

は、駅前は重要な場所だと思っておりますので、そう

いう目で、市民のたくさんの方に考えていただいて、

批判もいただいておりますけども、賛同もいただいて

おります。そういえば、公共的なものだけじゃなくて、

コーヒーショップが欲しいなとか、コンビニがあった

ら、そういう率直な意見もたくさんいただいていると

思っています。 

 これを踏まえて、今年の秋までにやりたいと思って

ますが、皆さんのご意見いただきまして、決めました

じゃなくて、こういう形でどうですかというのを、そ

ういう場も、ご意見をいただく、そういう手続をとら

せていただきたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  今、市長から答弁をいただ

きました。これがものになっていくんだなということ

にいたしましては、スピード感を持ってやってほしい

という、町内会からの中に、６回あった中で、三つの

方々がスピード感を持ってやってほしいというのがあ

ります。 

 今、市長からも、それについて進めるということで

ありますので、ぜひそのスピード感を持って、整備に

着手をしていただきたいと思います。 

 次に、地方創生についてであります。 

 これは、私だけでなく、午前中から話が出ています。

３月１日に、石破地方創生大臣が来て講演をした記事

等が、岩手日報に載っております。その中ではここだ

け、今だけというような話もあります。 

 そして、その中で、事例を出しております。島根県

のある企業でありますが、義足、義手、女性の方であ

りますが、乳がん等でなくされた方のそういうことを

取り組んでいるところ。 

 あとは、九州の七つ星の鉄道、これはただ列車が走

って人気があるというだけでなくて、そこに出る食事

が、私のところのこの産物を使って、その列車に乗る

方にぜひ使ってほしいということだそうです。そうい

うのも一例があります。 

 もう一つ、皆さんもテレビ等でごらんになっている

かと思いますが、宇都宮餃子の店の中に、猿がいて、

その猿がおしぼりを持ってきたり、ある程度の接客を

する。これが、猿がいない外国の方々には、非常に人

気があって、すごい込んでいると。 

 それは、たまたま三つは久慈から遠い話であります

が、岩手県の中にも、岩手県北バス、この取り組みが、

利用者の方の意見、まさしく市長が思っている利用者

の方々から意見を聞いて、その時刻表を、その人に合

わせた時刻表をつくって、固定しないで、その時期、

この期間というのを一生懸命取り組んでいる一例。 

 またはこの久慈市で短角牛の話も言ってました。短

角牛は、脂肪分が少なくて、カロリーが低い。これは

都会でも、すごい人気であって、なかなか食えないと

いう実情、私は特化していると思うんです。久慈市の

特産物の短角牛というのは。 

 そういうことを、いっぱい挙げていただいていまし

た。午前中も誰かお話をしてましたけども、ＩＴを使

って、東京に出ないで、地方で仕事ができるというの

もそのとおりでありますし、これは、温泉熱利用、雪

を利用して、マンゴーを冬場に出している地域。帯広

では、自分たちが培ったノウハウを北海道の農業の

方々に提供して、そして雇用を生み出している。 

 こういうのがいっぱい他市の事例で、石破大臣が地

方創生を語っておりますので、そういうことをぜひ、

参考事例にしていくことは、私はぜひ使うべきだと思

いますし、また久慈市は、酒も出てますが、各種旅行

等も、久慈独自だと思ってますが、そこら辺のことを

踏まえながら、決意を少しお聞かせを願いたいなと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  地方創生につきましては、前

からお話しておりますが、本当に知恵比べだと、やる

気と知恵のあるところが勝ち抜けるというふうに、石
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破大臣が常におっしゃっていますので、その方向で、

こちらも頑張っていきたいと思っております。 

 仕事を確保するために、企業誘致をして、働くとこ

ろを準備しろということだけ、それには頑張ってまい

りますけど、自分で起業すると、商売を始める。ある

いは業を起こす、そういう意欲のある若い方も、ぜひ

そういう動きをつくっていきたいと思っておりまして、

ただそのためには、業を起こすためには、簡単じゃな

いと、皆さんおっしゃいます。サポートが必要だと思

っていますので、それも市を挙げてしっかりと資金の

面から、事業展開まで、あるいは売り先まで、そこを

丁寧にやっていく。サポート体制の構築も必要だと思

っております。 

 よそにはいろんな成功事例がありますので、そうい

ったものを市役所内部だけじゃなくて、市民の皆様に

も情報を提供しながらやってみたいと、こういうふう

に手が挙がる。そういう元気なまち、元気な人を発掘

して、しっかりとサポートしてまいりたいと思ってお

ります。 

 ありがとうございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  下川原議員の質問に関連して、

何点か関連質問をさせていただきます。 

 今の地方創生のところで、下川原議員、いろいろお

話をしてましたので、私も地方創生のところから入ら

せていただきたいと思います。 

 ご承知のとおり、全国の各地域から、今後の５年間、

今年度2015年から19年まで、具体的な目的は何なんな

のかという、総合戦略をつくってもらうというのが狙

い、内容でございます。 

 それ以降、客観的な指標を設定をしていくというこ

との内容ですが、いわゆるＰＤＣＡ、ちょっと横文字

でまずいかなということですが、いわゆる計画、実施、

チェック、改善、これも28年度以降に本格的な国の予

算がつくようになるということですので、検証もして

もらうということで、これがすごい大事だという話が

ございます。 

 そういうことからすれば、戦略を立てる、最後は実

施をして、検証までするんだということになれば、大

変な作業になると思うんですが、市としては、どうい

う体制でこのことに臨まれるのか、まずお尋ねをした

いと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  地方創生につきまし

ては、当市でも今後５年間の地方版の総合戦略を27年

度に立てていく形になります。 

 それにつきましては、今、組織改編もございますし、

総合政策部の政策推進課のほうでは、計画を立てる部

署と、それを実行する場所、それぞれ係を設けるとい

う形で進んでいます。 

 その中で、それとあわせまして、来年度は、久慈市

新総合計画の策定になりますので、市民のご意見を聞

きながら、総合戦略とリンクさせて、同時並行で対応

してまいりたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  今、ご答弁いただきました。

その中で、いずれこれまでちょっとなかったのかなと

思うんですが、検証を自らでやるんだということが、

石破大臣のほうから、私も行ったんですが、３月１日

の講演の中で、話が出されてございます。これが非常

に大事な部分です、内容です。 

 あと、計画戦略を立てるにも、これまでのように、

例えば産官学とかだけでなく、労働組合、労働団体と

かメディアとか、そういうふうな、あとは金融機関、

そういう団体等も入れながら、つくるべきだという話

もございましたので、その辺についても、お考えがあ

れば、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  計画策定の部分につ

きましては、先ほども申しましたように、今までのよ

うな総合計画もそうですが、総花的な計画でなくて、

久慈ならではの計画をいろいろな市民とのワークショ

ップを開きながら、丁寧に何回も開催して、総合戦略、

総合計画に生かしていきたいと考えております。 

 また、検証の部分につきましても、今までも市政改

革プログラムの中ですと、事業評価という形ではやっ

てたんですが、これは内部評価でございますので、ど

ういう評価がいいかという部分も、外部評価も含めま

して、これからいろいろ検討していきたいと考えてお

ります。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  前、竹下内閣の時に、ふるさ

と創生事業ということで、各自治体均等に１億円とい
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うのがあったわけです。 

 今回の場合は、それとは違うだと。その時は１億円

やるから、何か考えてやれと、そういうことで、石破

大臣が話をして、爆笑が出たのもあったんですが、う

ちの村にはキャバレーがないから、キャバレーをつく

るんだとつくったところもあるというふうな話がござ

いました。 

 その時と違って、今回は、地方版、久慈版の戦略を

つくると思うんですが、それが評価をされるほど、支

援も大きいということのようですので、非常に均一に

均等にということでないので、大変かなと。そういう

ふうな感じを持ってましたので、先ほどどういう体制

で臨むのかということで、お尋ねをしたところでござ

います。 

 いわゆる頑張ったところにいっぱいということで、

あと再生と創生は違うんだということが、話されまし

た。そのとおりかなと思って聞いたんですが、残念だ

ったなと思ったのは、かなりの市町村長さん方が、こ

の講演会セミナーに出席をしてました。 

 聞くところによりますと、講演の前には、市町村長

と大臣が直接懇談する場もあって、かなりそこでも議

論になったというふうに聞いてました。 

 今後、そういうふうな機会があったら、久慈でもぜ

ひご出席をしてもらうようにしていただければいいな

と、そういうふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  今回、盛岡で、３月１日にそ

の会合があるということで、ご案内いただいたんです

が、久慈市内は県立高校の卒業式が集中的にその日に

ありましたので、私は東高校と長内校にいってご挨拶

をしてまいりました。日程が合わなかったので、盛岡

に行けなかったので、直接お話をお聞きしたかったな

というふうに思っております。 

 27年度計画づくりがたくさんございまして、担当部

長から説明いたしましたとおり、できるだけご意見い

ただく方のメンバーもふやして、回数も多く、議論の

場をつくっていきたい。 

 そうしますと、仕事がふえます。開催の案内をして

やって、まとめをして、次をまた準備をしてというこ

とで、先ほど農林水産部と産業振興部、ご心配いただ

いたんですが、今は総務部含めて暇な部署はない状況

です。 

 それぞれが、今、新しい課題がどんどん出ておりま

したので、それを、これはやらないで済む時代じゃな

いので、そういう意味では、コストは減らして効率的

にやりますけども、全部の部が大変なんです。 

 部長には頑張ってもらって、その下で実際に業務を

する職員は、しっかりと配置をしていかないといかん

と、仕事になりませんので、そういうことで組織の見

直しをします。 

 特定のところだけが集中して、政策が楽ができると

いう話じゃなくて、政策は大変なことになります。や

らなくちゃならないものが、国からもどんどんと来ま

すし、そのほかに私がいろいろ指示を出してますので、

総務部も大変になります。土木は、建設部は建設部で

大変になりまして、みんなでしっかりと思いっきり働

こうと。実際にはそれぞれ課があって、係があって、

そこがしっかりとやって、部長を支えていただくとい

うことになります。 

 そういう体制で、新しい課題、テーマについても、

積極的に取り組んでいきたいと思っています。 

 あと１点、ＰＤＣＡの話がありまして、目標数値を

持って、どこまでこれを達成するんだと、自己満足で

はなくて、やはりこれだと。それが達成できなかった

ときは、何が原因で、どうしたらそれを達成できるか

と。あるいはその目標の数値が妥当なのかどうかと、

非常に面倒な、これも大変な仕事になるんですが、た

だそれがないことには、どこまでやったらいいのかが、

職員がわからないと。皆さんもわからないじゃなくて、

目標をここまで、例えばイベントをやる時に、1,000

人集めるのか、500人でいいのか、その目標設置をし

て、それに向かって頑張る。 

 広報をどうしようか、内容をどうしようか。その上

でまた検証すると。これはやはりこれから久慈市でも

やっていかなくちゃいけないと思ってますので、仕事

は職員、大変になりますが、ぜひご理解もいただきた

いと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  ７番の外国人観光客の誘客に

ついてでございます。 

 午前中の答弁で、いずれ台湾なり中国なり、その他

等の売り込みの人数が出ましたが、その中で久慈に宿

泊している人は、どれぐらいあるんでしょうか。おわ

かりでしたら、お答えいただきたいと思います。 
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○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  大変申しわけござい

ませんが、宿泊者の統計については、とっていないと

ころでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  どうしても、やっぱり泊まっ

てもらう。それがすごい大事なのかなと。ただ来て、

見て帰るのではなく、それが大事かなと思ってました。 

 観光客の宿泊の推移を見てみまして、日本人、外国

人とも、東京、大阪、北海道、この三つが断トツで宿

泊者が多いようです。 

 外人さんで、東京、大阪、北海道で1,721万人、日

本人ですと、東京、北海道、大阪で１億767万人、こ

れは延べ人数なんですが、こういうふうになっている

ようです。 

 岩手県は、外国の方で７万人ぐらいのようです。や

っぱり、これ、どんどん、宿泊施設がないというのも

あったかもしれませんが、宿泊客を増やしていかない

と、地域におりるお金というのも少なくなると思うの

で、ぜひそちらのほうにも、積極的に取り組んでいた

だきたいと思います。 

 教育旅行とも関連をするんですが、トップセールス、

市長自らが台湾なりにも出向くとか、今来てくださっ

ている学校にも出向いてお願いをする。エイジェント、

旅行会社さんにも直接出向いてお願いをする。これが

効果があるという話がございますので、ぜひ市長、副

市長、公務忙しいとは思うんですが、ぜひ、こちらの

ほうにも、取り組んでほしいと思うんですが、決意を

お願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  教育旅行に関しましては、昨

年度も、旅行代理店等、直接行って、お願いをしてま

いりました。 

 トップセールスをということなので、これは本当に

大事だと思っております。 

 今まで来ていただいている学校も大事にしながら、

新規拡大をというときに、先頭に立って、セールス活

動を行っていきたいと思っておりました。 

 宿泊に関しましても、先日、台湾大使館の方と部長

さんとお話をいたしました。やはり台湾からリピー

ター、かなり国民の１割以上日本に来ていらっしゃる、

旅行なんだそうですが、ご夫婦で見えた時には、最低

ツインじゃないと、宿泊をなかなかしてもらえない。

ビジネスホテルでは、若い方はいいけど、夫婦連れは

誘客できないという話もありました。岩手県ですと、

花巻温泉か安比、こちらじゃないと、宿泊体制がとれ

てないという話がありました。 

 だから、このままでいいということになりませんの

で、旅館組合等とも相談しながら、どうやって泊まっ

ていただける施設をつくるか、そういったところにプ

ラスして、平庭山荘とか洋野町、野田、普代にもご夫

婦で泊まっていただけるようなつくりの宿泊施設もあ

りますので、そういったところも使いながら、今、な

かなか泊まれないということがあるんですけども、泊

まっていただかないと、地元に落ちるお金が違うとい

うことは、重々承知しておりますので、観光について

は、久慈の経済がしっかり回るように、先頭に立って、

頑張ってまいりたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  下川原議員の質問に関連いた

しまして、質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、12番の平庭高原の白樺林の保護策についてで

ありますが、市長からきちっと答弁をいただきました

が、この白樺の木というのは、ご承知のとおり七、八

十年の寿命があるようでございまして、それが自然と

腐って倒れていくということでありますが、大体そう

いう時期に平庭はなってきているんじゃないかと、そ

う予測されますが、そこら辺含めて、総合支所長のほ

うから、保護策について、ご所見をいただきたいと思

います。お願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中新田山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中新井田欣也君）  白樺林の保護

策でございますが、今議員さんおっしゃいましたとお

り、寿命が80年とかというふうになって、平庭もそろ

そろ寿命になっているんじゃないかというお話でござ

いますが、市長から答弁申し上げたとおり、地味であ

りますが、いずれ林内の下刈り等して、林内の環境を

よくしてやるということが、一番有効な手段ではない

かと、そういうふうに思っております。 

 さらには、平庭高原は、県立自然公園、また保安林

というふうな指定を受けて、法で規制されていますの

で、安易な伐採等はできないわけでありますが、いず

れ白樺林は、裸地等、伐採跡地等に入るということも

かんがみますと、将来的には、植林もするような考え
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を持って、進めていかなければならないんじゃないか

と、そういうふうに思っているところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  ありがとうございました。植

える前に、自然に植わってくる苗があるわけですが、

下刈りをしていると、それに間違って刈ってしまうん

です、わからないと。白樺の苗っこだと思わないで刈

ってしまうようでございますので、その辺も十分に注

意しながら、保護に今後とも努めていただきたいと、

このように思います。 

 いずれにしても、あれは日本一の白樺林でありまし

て、我が久慈市にとって自慢の白樺林でありますので、

どなたがおいでになっても、あそこは本当に貴賓席で

あり、応接室であるわけでありますから、ぜひ保護に

関しても、十分に注意を払って、対応していただきた

いと、このように思います。 

 それからもう一つ、外国人観光客の件でありますが、

先ほど澤里議員のほうからも質問があったと思います

が、かぶるかもしれませんが、恐縮ですが、台湾から

の留学生を、恐らく盛岡、医大とか歯学部とかにおい

でになっていると思いますので、そういうのを探して、

その方々に久慈市の中身を勉強してもらって、ガイド

役にそういう方を使われるというふうな考え方、いか

がですか。部長、少しご所見をお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  外国人をガイドする

ガイド役をつくっていかなければならないという点で

は、非常にそういった必要性を感じているところでご

ざいます。 

 英語でありますと、私ども職員の中にも若干英語を

話せる職員もおりますので、そういったガイドなどは

やっているところでございますが、なかなか台湾語と

いうことになると、難しいところがありまして、人材

を探すのも非常に難しいなという実感をしているとこ

ろでございますが、ただいまご提言がありました部分

につきましても、いろいろ調査などもしてみたいと思

います。それについては、いろいろ検討・研究をさせ

ていただければと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  それから、先ほど外国人向け

のホームページをつくられているという話をお聞きし

ましたが、その中に、さまざまな国の言葉でのホーム

ページなんでしょうけども、ぜひ、これは要望であり

ますけども、クウェートの言葉というのは、エジプト

語なのか何語かちょっと私はわかりませんけども、そ

の言葉を載っけていただければと、そのように思いま

す。 

 というのは、三陸鉄道の列車が、クウェートからい

ち早く送られたというのは、確かありましたし、その

辺、できれば要望させていただきますが、以上終わり

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ありがとうございました。

再質問、関連質問を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後４時52分   散会   
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