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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。 

 清風会代表、髙屋敷英則君。 

    〔清風会代表髙屋敷英則君登壇〕 

○21番（髙屋敷英則君）  質問の前に、きのう、アン

バーホールにおきまして復興祈念式、３・11を忘れな

いが挙行されました。 

 町を破壊し、人々の心を打ち砕いたあの東日本大震

災から丸４年、この未曽有の大災害は、死者、行方不

明者が２万人を超し、いまだに生活の再建がままなら

ず、仮設住宅での暮らしを余儀なくされている人々も

数多くいらっしゃいます。 

 また、被災されました方々のその後の調査から判明

している、いわゆる災害関連死として認定されている

人の数は、復興庁の12月末の公表では、昨年９月末の

時点で3,194名であり、実に一日平均2.5人以上のとう

とい命が災害の後遺症によって奪われております。 

 こうした現実は、震災はまだ現在進行形で被害が拡

大し続けていることを示しており、今でも震災の記憶

におびえながら、不安な日々を送っておられる方々が

まだまだたくさんいるんだということを我々は肝に銘

じておかなければならないものと思っております。 

 震災からの復興は、まだ道半ばでございますけれど

も、被災されました方々の生活の再建を強力に支援す
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るのはもちろんのこと、我々はこの大震災の記憶を決

して風化させることなく、防災意識の向上についても、

しっかり後世に語り継いでいかなければなりません。 

 ここで、改めまして早期復興への固い決意を表明い

たしますとともに、お亡くなりになられました多くの

被災者の皆様、そしてご家族の皆様に対しまして、衷

心より哀悼の誠をささげますとともに、被災されまし

た地域、そして今なお震災の後遺症に生命を脅かされ

ながら、つらく苦しい日々を送っておられます被災者

の皆様方に対して心からお見舞いを申し上げます。 

 それでは、ここに第22回定例会を迎えるに当たり、

私は清風会を代表して、市政各般にわたる諸課題につ

いて、市長並びに教育長にご質問をいたします。 

 まず第１点目は、行財政改革について。久慈、山形

の市村合併から10年を迎えているわけでございますが、

この間の行財政改革の成果、言いかえれば、自主財源、

市債、職員数などの減少傾向などを勘案しながら、自

己点検結果及びその評価について問うものであります。 

 第２の質問は、防災公園整備事業について。新年度

予算において５億6,500万の予算が計上されているわ

けでございますが、過日の議案説明会においては、そ

の内容の説明がなかった。市民の関心度の高いこの防

災公園整備事業の見直しの現状は、一体どういう内容

になっているのかお尋ねをいたしたいと思います。 

 第３の質問は、県立久慈高校旧山形校の跡地利活用

についてであります。 

 この場所は、復興支援道路に位置づけられている国

道281号に隣接していることから、災害時の後方支援

基地とする考えはないかということ。旧山形校の校舎、

グラウンドを森の廃屋としていつまでも放置しておく

のは自然景観上も問題があり、また災害は必ずしも津

波だけではなく、いつどこで、どんな災害が起きても

不思議ではない今日の異常気象を考えれば、後方支援

基地として既に整備の必要のない既存施設であること

から、この活用策は一考に値するものだというふうに

思うわけでございますが、いかがでしょうか。 

 第４の質問は、東日本大震災における諸課題につい

て３点であります。 

 １点目は、当市においても、いまだ、やむなく仮設

住宅で生活をしておられる被災者の方がおられるわけ

でございますが、市の被災者の自立支援の状況、被災

者の生活の再建状況について示していただきます。 

 ２点目は、福島原発事故による被害に対する補償状

況はどうなっているのか、風評被害も含めて今後の補

償の見通しについても伺いたいと思います。 

 そして３点目、岩手日報社が沿岸12市町村長に行っ

た復興の現状認識などに関するアンケートに対し、市

長は今後の施策のうち、 も力を入れたいものとして

産業の振興を上げておりますが、今後、具体的にはど

のような施策を講じていく考えなのかお示しをいただ

きたいと思います。 

 質問の第５は、市民への情報不足の解消についてで

あります。 

 情報が少な過ぎる、これは昨年末に開催されました

女性限定だけの「かだって会議」で複数の女性の方か

ら指摘された事項でございます。広報や回覧、ホーム

ページなどのインターネット、時には防災無線、ある

いは民間のタウン紙や広告紙などを通じて、かなり広

く市内のイベント情報や、その他の各種情報が流れて

いると思っておりましたが、これは意外な指摘であり

ました。 

 現在、エリアを限定したラジオとして、久慈市と野

田村を中心とした地域のみ聴取可能なラジオ放送が週

１回、木曜日の８時から９時まで１時間放送されてい

るわけでございますが、もちろん難聴地域ではこれを

聴取することができません。しかも、防災無線は、現

在イベントなどの情報の放送は一部市民から苦情があ

るから一切しないという状況にございます。こうした

ことを考えると、二戸のカシオペア連邦の例に倣って、

久慈広域圏においても車の移動時間、あるいはお昼休

みの時間、それぞれの都合によって気楽に必要な情報

が収集できるラジオの自主放送局をつくるべきであり、

その前提として、早急に市内の難聴地域の解消を図る

べきだと考えるわけでございますが、これについては

いかがでしょうか。 

 第６の質問は、ブロードバンド基盤整備事業につい

てであります。 

 市村合併時の夢ネットを継承したこの事業は、９年

の歳月を経てやっと間もなく完成するわけでございま

すが、整備後の利活用のあり方、さらには利用者の確

保に向けた今後の具体的なスケジュールについて示し

ていただきます。 

 質問の第７は、いわて国体の開催に関連しての質問

でございます。 
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 議会内部では、現在６月の実現を向けて乾杯条例を

制定するための環境整備を図っているわけでございま

すが、私は、時を同じくして、国体の柔道種目開催市

として、また軟式野球競技の開催地域の一員として、

環境美化運動を推進し、そうした一環として、空き缶

やたばこなどのポイ捨て禁止条例を制定すべきだと考

えております。 

 条例制定権は議会にありますが、この条例の目的と

実効性を考えると、行政と一体となった市全体の運動

として推進できれば、これは大きな成果がそこに生ま

れるのではないか。できれば久慈広域全体で同じ目的

を持った取り組みができれば、国体ばかりではなくて、

北三陸の観光振興にも大きな効果が期待できるのでは

ないかと考えていますが、これについてはいかがでし

ょうか。 

 第８の質問は、国家石油備蓄基地に関してでござい

ますが、ここでは近隣市町村における石油備蓄貯蔵施

設立地対策交付金の交付額と今後の見通しについて伺

い、さらには、この備蓄基地の建設は多大なる効果を

久慈市にもたらし、現在もなお市の発展に効力を発揮

しているわけでございますが、今後こうした国家的な

大型プロジェクト誘致の考え方が市長にあるのかどう

かについても伺いたいと思います。 

 第９の質問は、再生可能エネルギーについて、３点。 

 １点目は、当市における消費電力量のうち、再生可

能エネルギーが占める割合を示していただきます。 

 ２点目は、全体的にこれまでの再生可能エネルギー

の事業化は、大企業の利益を前提としての事業に偏っ

ている嫌いがあると感じているのは果たして私だけで

あるのでしょうか。例えば、枝成沢に建設したメガ

ソーラー、大企業が再生エネルギーの電力買い取り義

務を法制化されたことによって、縮小していくパイを

みずからの子会社を使って進出させて補うという仕組

み、その構図が見えてまいります。これではちっとも

市民のためになっていない、いや 後には再生可能エ

ネルギーの電力がふえることイコール電力料金の値上

げという市民、国民負担としてそれが跳ね返ってくる

ものであるならば、これはやはり一考すべき問題であ

るかと思っております。今後、一般市民にとって有益

な再生可能エネルギー施策を強力に展開すべきと思う

わけでございますが、市としての具体的な考え方を伺

いたいと思います。 

 ３点目としては、過日、岩手県では大規模風力発電

の有望箇所として４カ所を選定し、その候補地の一つ

として山形町の荷軽部、基幹牧場、通称エリート牧場

周辺が選ばれ、概算事業費を40基で264億としている

との新聞報道がなされたわけでございます。事業費が

市の１年間の予算にも匹敵するこの大規模な発電事業

について、市としてこの計画の詳細をどのように把握

しているか伺いたいと思います。 

 第10の質問は、岩手北部環境組合の解散に関連して

の質問であります。 

 この組合では、去る２月24日の組合定例会で、新年

度予算が議員全員の反対をもって否決されました。も

はや早期の解散は避けられない状況にあります。そこ

で伺いますが、解散後の久慈広域圏におけるごみ処理

計画についてどのように考えているのかお示しをいた

だきます。 

 市の方針と歩調を合わせ、久慈市議会においても北

部組合からの脱退が議決をされ、その際の今後の方針

として、施設の延命化を図って対応するとの説明がな

されてきたわけでございますが、延命化、果たしてそ

れが本当に懸命な選択なのかどうか。 

 今ある施設は日量120トンを処理する能力を持った

施設でございますが、現在排出されている生ごみの量

は一日当たり約57トンであります。57トンを処理する

ために120トンの処理の能力を持った施設の延命化の

ために必要とされる経費は28億円とされております。

そのうちの３割が補助金、広域全体としての負担は約

18億円弱になります。 

 しかも、延命による耐用年数は10年とされ、つまり

10年後には新しい施設を建設計画しなければなりませ

ん。その際の費用は、焼却場は一応１トン、１億が相

場であるというような定説から言えば、現在よりも半

分の施設処理能力を持った、日量60トン処理できる能

力を持った施設を仮に建設するとした場合の費用は60

億、うち国の補助金は50％、広域の負担額は概算で約

30億が見込まれております。 

 こうして考えてみますと、延命化した場合は、10年

後の新設をも含めた費用は88億円、うち広域の負担金

は48億になります。逆に、延命化を図らず、 初から

新設する場合の費用は概算で60億、うち広域負担は30

億となり、そこには実に18億もの無駄な費用が発生し

てしまいます。これは一般廃棄物処理事業債で充当率
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が75％、交付税措置が30％になるか、あるいはかなり

ハードルが高いと言われる充当率90％、交付税措置

50％の割合になる重点化事業に該当するものなのか。

その他にも起債の方法など、さまざまな要素によって

数値が変わるものでございますけれども、基本的には

小学生や幼稚園にもわかる単純な理屈でございます。 

 昭和52年、今から約30年前に整備されました現在の

久慈広域の焼却炉は、焼却場は限界に近いほど老朽化

しており、これを稼動するために現在補修費が年間の

１億円かかっている、このような現状を鑑みてみれば、

こうした無駄を省くために、早急に施設を新設すべき

と考えますがいかかでしょうか。 

 第11の質問、これも女性かだって会議の席で、参加

した複数の女性から出された提言で、病児・病後児保

育の利用充実についてであります。 

 昨年10月から、国の補助を受けて市内の民間医療機

関が開設した病児保育室でありますが、12月23日の女

性による「かだって会議」の席上で、若いお母さんか

ら病児・病後児保育施設を求める発言があった際、実

は久慈でも病児保育室が開設されているということを、

その場にいた誰も知らなかった。本来、制度はそれを

活用するためにつくられるものであり、活用を促進す

ることが制度創設の意義を高めるものでもあります。

開設された病児保育室は、働きながら子育てをしてい

るお母さんたちにとって本当にありがたい施設である

と思われ、その存在の周知と利用促進に向けた取り組

みを当局としても早急に展開すべきだと考えるわけで

すがいかがでしょうか。 

 質問の第12は、食料の自給率の向上についてでござ

いますが、これまでの一般質問では、私は、ＴＰＰ、

環太平洋パートナーシップの功罪という観点から、日

本の食料の自給率の向上の必要性を論じてきたわけで

ございますが、ＴＰＰを論じてもなかなかその声が国

には届かない。したがって今回は、まず自分の足元を

見つめるという視点から、久慈、あるいは二戸広域を

も含めた県北における食料の自給について、市として

どのような具体の対策を講じて取り組んでいるかお示

しをいただきたいと思います。 

 質問の第13は、中心市街地活性化についてでありま

すが、ここでは、その計画の見直しの進展状況につい

て伺いたいと思います。 

 質問の第14、移住・定住促進による人口減対策につ

いてであります。 

 当市が開設する交流・定住ナビＫターンや空き家情

報など、インターネットやＳＮＳによる情報をたびた

び私も拝見しておりますが、市の交流促進が発信して

いる内容が実にお粗末なものではないのかと思ってお

ります。主体性がないし、情報量も極端に少なく、意

欲や積極性が感じられません。とりあえずやっておけ

ばいい、そんな投げやりな印象だけが残る情報提供で

あっては、移住や定住に関心を持って訪れる人々が落

胆して、むしろ逆効果の事態を招くのではないかと心

配をしております。 

 市長の施政方針で、あれほど多くの移住・定住促進

に関連する施策が述べられているにもかかわらず、企

画力のなさは目に余るものであり、コーディネーター

の不足も明らかであります。 

 人口減少対策が 重要課題と位置づける市の重要な

メッセージとしては実に情けない。もっとしっかりし

た情報発信を心がけるべきであろうと思うわけでござ

いますが、この件についてもお答えをいただきたいと

思います。 

 質問の第15は、平庭山荘の改修についてであります。 

 平庭山荘は、昭和63年、当時の山形村が国土交通省

の補助事業で行ったリフレッシュふるさと推進モデル

事業で建設された木造平屋の宿泊施設であり、あれか

ら30年近くの歳月を経過し、かなり老朽化が進んでお

ります。利用者からもたびたび苦情が寄せられるなど、

早期の改修が求められている事態だと思われるわけで

すが、これに対する対応について伺いたいと思います。 

 質問の第16、道路等危険箇所の解消については、２

点。 

 初めに、天神堂34地割37番地内、通称梅ヶ丘団地の

災害についてであります。平成23年、東日本大震災か

ら半年後、９月21日から22日にかけて襲った台風15号

によって、住宅地の擁壁、のり面が崩落して、危うく

大惨事になりかけておりますが、この災害現場が３年

半経過した現在でも、全く復旧されないまま放置され

ておるのはなぜか。 

 また、市道萩ケ丘配水場線を覆う支障木について、

危険防止のために早期撤去すべきだと思うわけでござ

いますが、市の対応について伺います。 

 後の質問は、教育財産の有効活用について教育長

にお伺いをいたします。 
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 過去において、長内地区にある県立東高校の教員住

宅では、空き室が生じると一定の条件つきで一般市民

の入居者に貸し出すという方法がとられておりました

が、そうした事例を参考にしながら、教育財産の弾力

的な運用を図るべきだと思うがいかがでしょうか。 

 また、議会ではもう何度も指摘されてきたことでご

ざいますが、使われていない教員住宅などは、早急に

教育財産から普通財産に変更をして、施設の活用を図

るべきだと思うわけでございますがいかがでしょうか。 

 以上、17項目、26点について、ご質問を申し上げま

して、登壇しての私の質問を終わりにいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  清風会代表、髙屋敷英則議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、行財政改革についてお答えをいたします。 

 合併10年目を迎えましたこれまでの行財政改革の成

果についてでありますが、これまでは、市政改革プロ

グラムとして行政評価システムの 適化や職員提案の

実施をはじめ、歳入確保や適正な歳出規模の維持など

に取り組んできたところであります。 

 今後とも行財政改革を継続的に実施していくために、

市政改革プログラムの内容や副市長の１人制、組織体

制のスリム化などを市政刷新アクションプランの中に

位置づけ、まさに全庁、全職員が一丸となって市政の

刷新に取り組んでまいります。 

 次に、財政状況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、自主財源は平成18年度が約56億9,000万

円に対し、平成25年度は90億9,000万円であり、34億

円の増、この主な要因は前年度からの繰越金が21億円

程度ふえていることによるものであります。市債残高

は同じく約281億6,000万円に対し266億9,000万円であ

り、14億7,000万円程度の減、職員数は419人に対し

383人であり、36人の減となっております。 

 また、主要財政指標の比較では、経常収支比率が

88.3から86.0へ2.3ポイントの改善、財政力指数、こ

れは３カ年の平均でありますが、0.37で横ばいとなっ

ております。実質公債費比率は17.8から15.5へ2.3ポ

イントの改善となっております。 

 さらに、財政調整基金及び減債基金残高は約６億

3,000万円から27億5,000万円と21億2,000万円程度の

増額となっており、これらの状況から当市の財政状況

はおおむね順調に推移しているものと考えているとこ

ろであります。 

 一方、これらの要因の一端といたしましては、東日

本大震災の復旧・復興事業費の財源となる復興交付金

及び震災復興特別交付税等の国からの財源手当て並び

に各種支援金、寄附金等に負うところが大であると分

析しているところであります。 

 今後の義務的経費の増大、さらには生活基盤整備や

産業振興施策への財政出動、加えて普通交付税合併算

定替えの逓減措置による歳入減などを勘案いたします

と、厳しい財政運営が不可避であるものと認識してい

るところであります。 

 次に、総合防災公園整備事業についてお答えをいた

します。 

 当初予算の５億6,500万円につきましては、現在進

めております詳細設計に基づき、園路及び多目的広場

の整備や、それに伴う雨水排水路の整備、のり面保護

工などを行うこととしております。 

 次に、県立久慈高校旧山形校の跡地利活用について

お答えをいたします。 

 市では、市内各地で発生する災害を想定し、円滑な

救助活動等を行うため、備蓄物資や資機材等の分散配

置を進めているほか、防災ヘリコプター等の離着陸場

を各地に指定しているところであります。 

 山形地区では、山形総合支所に備蓄物資及び資機材

を配備しているほか、防災ヘリコプター等の離着陸場

として山形中学校及び平庭高原施設ふれあい広場を指

定しているところであり、市の施設を優先的に活用し

てまいりたいと考えております。 

 県立久慈高校旧山形校につきましては、岩手県から

は災害発生時の活動場所としての使用は可能であると

回答をいただいているところでありますが、現時点で

災害時の後方支援基地として整備する考えは持ってお

りません。 

 次に、東日本大震災における課題についてお答えを

いたします。 

 まず、被災者の生活再建状況についてでありますが、

平成25年度末で集団移転事業が完了しており、現時点

で移転団地の区画分譲は完了し、災害公営住宅への入

居については、引っ越し準備中の１世帯を除く全ての

入居が完了しております。 
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 また、半壊以上の被災者の約７割が各種支援制度の

活用により、被災住宅の再建が完了している状況であ

ると捉えており、順調に生活再建が進んでいるものと

認識しております。 

 なお、平成27年２月末時点において、応急仮設住宅

には３世帯、民間賃貸住宅等によるみなし仮設住宅に

は19世帯が入居中であり、これら生活再建が未完了の

世帯につきましては、個々の事情把握によるきめ細か

な対応により、早期の生活再建が図られるよう支援に

努めてまいります。 

 次に、農作物への風評被害に対する補償状況と今後

の見通しについてでありますが、東京電力株式会社へ

の損害賠償請求の状況によりますと、新岩手農業協同

組合では、ＪＡグループ東京電力原発事故農畜産物損

害賠償対策岩手県協議会を通じて、平成26年11月末現

在、市内の菌床しいたけに係る風評被害額として２億

478万円余を請求し、平成27年１月末現在で２億449万

円余の支払いを受けているとのことであります。 

 また、今後の補償見通しについてでありますが、現

在のところ基準となる価格水準が震災前まで回復した

ことから、損害賠償請求の取り組みは行っていないと

新岩手農業協同組合から伺っているところであります。 

 次に、産業振興の具体的な施策についてであります

が、久慈市におきましても人口減少対策、若者の定住

対策が 重要課題と考えており、雇用機会の創出と就

業支援のため、各種の施策、事業に取り組んでまいる

所存であります。 

 具体的には、岩手県産業再生復興推進計画に定めら

れた復興産業集積区域への企業の新規立地や設備投資

の促進、湾口防波堤の概成に伴う静穏水域の活用によ

る新たな産業振興の検討、復興交付金を活用した水産

業共同利用施設のさらなる充実に取り組むほか、平成

27年度における新たな取り組みといたしまして、新卒

者雇用支援奨励金制度における学卒者本人への奨励金

制度の創設、Ｋターン若者雇用拡大奨励金制度による

当市へ移住する若者への就職支援を強化するなど、

ハード・ソフト両面において産業の振興を図ってまい

ります。 

 次に、市民への情報不足の解消についてお答えをい

たします。 

 防災行政無線放送につきましては、市民からさまざ

まなご意見をいただいているところであり、その対応

策として、現在、イベント関連情報の放送については

原則として実施していないところであります。 

 自主放送局の開設につきましては、エフエム岩手を

受託者とする国のモデル事業として、昨年12月から本

年２月末までの間、地域に密着した情報と緊急時の避

難情報などを提供する久慈・野田地区エリア限定のラ

ジオ放送「くじなのだ」の実証実験が行われたところ

であり、多くの方々から好評とのご意見をいただいて

いるところであります。 

 今後におきましても、現在放送中であるラジオ番組

ふるさと元気隊「くじぃくじ～く」における地域情報

の充実を図るとともに、今回の実証実験の成果が自主

放送局開設につながることを期待しているところであ

ります。 

 次に、ブロードバンド基盤整備事業についてお答え

をいたします。 

 まず、整備後の利用課題についてでありますが、こ

の事業は、国の復興関連予算を活用した事業でありま

すことから、住民や企業も含めた市全体の情報発信力

を高め、復興に向けた取り組みを推進することが課題

であると認識しているところであります。 

 具体的には、農林水産業の振興、移住・定住の促進

や体験型教育旅行の推進による交流人口の拡大などで

の有効活用を進めるとともに、利用者の拡大を図る必

要があると考えております。 

 次に、利用者の確保に向けた今後のスケジュールに

ついてでありますが、現時点では５月中の申し込み受

け付けの開始、７月中の利用開始を目指して取り組ん

でいるところであります。 

 利用者の確保に向けましては、これまでインターネ

ットを利用したことがない住民への配慮が必要と考え

ており、ブロードバンド環境が整備されることでのメ

リットや料金などについての説明会を３月下旬から５

月にかけて開催するとともに、パソコンと比較して利

用しやすいと言われますタブレット端末を活用した勉

強会の開催を検討しているところであります。 

 次に、いわて国体開催にかかわって、いわゆるポイ

捨て禁止条例についてのご質問にお答えをいたします。 

 市では、これまで市民や事業者のご協力のもと、ご

みゼロ運動や早朝１時間清掃などを実施し、環境美化

に努めているところでありますが、依然として空き缶

やたばこ等のポイ捨てが見受けられるところでありま
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す。 

 このことから、国体開催の有無にかかわらず、環境

美化、あるいは住民のマナーの向上を図るためにも、

いわゆるポイ捨て禁止条例制定について、他市などの

例を参考にしながら検討する必要があるものと考えて

おります。 

 なお、国体の開催に当たりましては、市民の皆様や

町内会、事業所などの協力をいただきながら、会場周

辺のみならず、市内全域の環境美化に努め、全国から

訪れる方々をきれいなまちでおもてなししたいと考え

ております。 

 次に、国家石油備蓄基地についてお答えをいたしま

す。 

 まず、石油貯蔵施設立地対策等交付金の額について

でありますが、当市の交付金上限額は、平成18年３月

の新久慈市発足以後、経過措置として旧久慈市、旧山

形村の合計額である6,698万1,000円が交付されてまい

りましたが、経過措置が終了する平成28年度から石油

貯蔵施設立地自治体分の本来額6,214万円程度となる

見込みであります。 

 近隣市町村におきましては平成26年度の交付上限額

は、洋野町968万4,000円、野田村484万2,000円、普代

村242万1,000円、岩泉町484万2,000円と伺っており、

平成28年度から新久慈市をもとにした配分額に改めら

れるものと県北広域振興局から伺っております。 

 次に、大型国家プロジェクト誘致についてでありま

すが、国家石油備蓄基地誘致に取り組んだことは、当

地域経済に大きな効果を及ぼし、まちづくりの進展に

大いに寄与しただけではなく、久慈市が日本のエネル

ギー戦略の一翼を担っているという自信を我々市民に

与えてくれたものと考えております。 

 今後におきましても国家的なプロジェクト誘致を含

めて、積極的な情報収集に努めてまいります。 

 次に、再生可能エネルギーの普及についてお答えを

いたします。 

 まず、当市の消費電力量に対する再生可能エネル

ギーが占める割合でありますが、公表されていない業

務用等の電力量を除いた消費電力に対する割合で、太

陽光と水力の発電量を合わせ約12％が当市におけるエ

ネルギー自給率と推計しております。 

 次に、市民に有益な再生可能エネルギー施策の展開

でありますが、昨年度におきましては、岩手県と共同

で再生可能エネルギーセミナーを開催し、市民ソー

ラーの取り組みについて紹介したところであります。

太陽光や風力など、市民発電所の取り組みにつきまし

ては、県などと連携し、今後とも情報提供に努めてま

いります。 

 再生可能エネルギーの導入に当たりましては、議員

ご指摘のとおり、市民がメリットを感じることが肝要

でありますことから、民間事業が導入される場合にお

きましても地域貢献につながるよう事業者に促してま

いります。 

 次に、岩手県による風力発電導入構想策定事業であ

りますが、県が導入規模や事業性を概算検討し、事業

者の誘致を促す取り組みであり、当市におきましては

エリート牧場周辺が適地とされ、今年度策定を進めて

おります構想に組み込まれることとされており、その

詳細につきましては、今後示されるものでありますが、

来年度においては、関係市町村や事業者を交えた検討

を行うと伺っておりますので、当市といたしましても

事業化が推進されるよう積極的に取り組んでまいりま

す。 

 次に、岩手北部広域環境組合の解散についてお答え

をいたします。 

 まず、組合解散後の久慈広域圏におけるごみ処理計

画についてでありますが、現有施設の延命化を図ると

ともに、ごみ減量化に向けた施策を推進しながら、新

たな施設整備に向けた計画策定について久慈広域連合

において検討、協議が必要になると捉えているところ

であります。 

 次に、現有施設の延命化を選択する根拠についてで

ありますが、これは主に岩手北部広域環境組合での検

証結果として、久慈地区、二戸地区とも現有施設が延

命、使用可能であることが確認されたことにあると捉

えております。 

 次に、病児・病後児保育の利用充実についてお答え

をいたします。 

 昨年10月の民間医療機関による病児保育室の開設に

当たりましては、市といたしましても市広報で事業内

容の周知を図るとともに、事業者が作成したパンフレ

ットを市内各保育所や放課後児童クラブに配布するな

ど、子育て世代の皆様に広く利用していただけるよう

周知を図ってきたところであります。 

 開設から本年２月末までの利用状況は延べ56人で、



－102－ 

月平均10人以上の方々に利用いただいていると伺って

いるところであり、一定の周知が図られているものと

捉えておりますが、今後におきましては、より一層利

用していただけるよう、市の子育て支援情報誌に掲載

するなど、事業者と連携を図りながらさらなる周知に

努めてまいります。 

 次に、食料自給率の向上についてお答えをいたしま

す。 

 まず、市内並びに久慈広域圏における食料自給率の

向上についてでありますが、安心・安全な食料の提供

や、地産地消の推進、農地保全の観点からも重要な課

題であると捉えております。 

 また、食料の自給による地場産業の振興についてで

ありますが、当市の基幹産業である第一次産業は各分

野とも従事者の高齢化、後継者難により担い手不足が

深刻な状況にあり、地域における生産拡大と地域内流

通による自給率向上は重要な課題であると認識してい

るところであり、担い手の育成・確保を 重点とし、

農地等生産基盤の整備及び有効活用、地産地消の推進

等、生産者、関係機関・団体と連携を図りながら各種

施策に鋭意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。 

 計画見直しの進捗状況についてでありますが、一昨

日の新政会代表泉川議員にお答えいたしましたとおり、

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し、その後、素案に対す

るご意見等をいただきながら、秋ごろを目途に 終的

な計画を作成したいと考えております。 

 次に、移住・定住促進による人口減少対策について

お答えをいたします。 

 移住・定住の促進は、人口減少対策の大きな柱とな

るものと捉えており、インターネットなどによる情報

発信は有効な手段であると認識しております。 

 久慈市におきましては、ホームページとして移住・

定住ナビＫターンを開設し、移住に伴う支援制度や空

き家情報等を発信しており、それらの情報から問い合

わせをいただくケースもふえております。 

 今後におきましても、更新頻度をふやし、 新情報

の発信に努めるとともに、久慈市での生活を具体的に

イメージできるＱ＆Ａや移住者の声など、移住希望者

の関心度が高い情報も加え、フェイスブックなどの活

用も検討しながら、積極的な情報発信に努めてまいり

ます。 

 次に、センターハウス平庭山荘の改修についてお答

えをいたします。 

 当施設は築後28年が経過しており、ご指摘のとおり

老朽化が進んできており、改修の必要性は認識してい

るところであります。 

 これまでも指定管理者である平庭観光株式会社から

施設の修繕が必要な箇所の報告を受け、老朽化に伴う

宿泊施設の小規模改修・修繕を行ってきたところであ

ります。 

 今後におきましても利用者の安全性、快適性を第一

に、市の財政状況も勘案しながら施設の改修について

計画的に取り組んでまいります。 

 後に、道路等危険箇所の解消についてお答えをい

たします。 

 まず、平成23年台風15号の降雨の影響で擁壁などの

り面が崩壊した梅ヶ丘団地の早期復旧についてであり

ますが、当該箇所は民間の宅地開発によりつくられた

のり面が崩壊したものであります。 

 これまでも復旧策について、岩手県とも相談しなが

ら検討を重ねてまいりましたが、宅地を造成するため

に人工的につくられたのり面であり、本来個人が管理、

対応すべきものでありますので、公的な復旧は困難で

あると考えております。 

 市といたしましては、これからも要請に応じ技術的

助言やパトロールを実施し、住民の安全確保に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、市道萩ケ丘配水場線の支障木の撤去について

でありますが、道路用地内の支障木は道路管理者が処

理し、民地から伸びて市道に覆いかぶさるなどの支障

木は緊急に安全な通行を確保する必要がある場合以外

は、所有者に処理をお願いしているところであります。 

 今後とも引き続き所有者に対し伐採への協力を働き

かけながら支障木撤去に努めてまいります。 

 以上で、清風会代表、髙屋敷英則議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

 失礼いたしました。平庭山荘の改修に関しまして、

指定管理者平庭観光株式会社と申し上げました。平庭
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観光開発株式会社でございましたので、訂正させてい

ただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  清風会代表、髙屋敷英則議

員のご質問にお答えをいたします。 

 教育財産の弾力的運用を図るべきとのご質問であり

ますが、当市では平成22年度から空き教員住宅への入

居について、教員以外でも一定の条件を満たす者に貸

し出すなど、柔軟な対応をしているところであります。 

 また、閉校校舎の利活用についても、地域からの提

言、要望を考慮しながら、一般への賃貸も含めて総合

的に施設の有効活用について検討してまいります。 

 以上で、清風会代表、髙屋敷英則議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  ご答弁、大変ありがとうご

ざいました。それでは、数点について、時間が許す限

り再質問をいたしたいと思うんですが、まず、質問項

目の16番の市道萩ヶ丘配水場線支障木についてという

ふうな、そういう項目についてでございますが、所有

者、個人にお願いをして伐採をしていただくという基

本的な考え方だというご答弁でございましたが、きの

う、おとといの朝でございますが、天神堂の自治会長

さんから電話がありまして、早速にその支障木を切っ

ていただいたと、大変ありがとうございましたという

そういう電話がありまして、ここで答弁をいただいた

よりももっと明確なご回答をいただきましたので、大

変ありがとうございました。 

 次に、やはり、これは質問項目の同じ16番でござい

ますが、誰が名づけたかわかりませんけれども、天神

堂の34地割37番地、梅が丘団地というような皆様がそ

ういう認識を持っておられるようでございますが、こ

の件について、今、市長の答弁をお聞きいたしました

が、ちょっとこの件については、以前の議会でも、た

しか城内仲悦議員さんだと思うんですが、取り上げて

ご発言をしていた経緯があるようでございます。でき

るだけ角度を変えて同じような質問にならないように

努力をして、ご質問申し上げたいと思うんですが、そ

もそも今の答弁の内容では、現地はもう当然ごらんに

なってますよね。非常に擁壁が多分崩落をしてという

ような表現なんですけれども、実際には、９月21日か

ら22日にかけての大雨、台風15号は、久慈で153ミリ

の雨が降っているんです。それで、この被害総額が実

は対策本部をつくって集計された被害総額は２億

8,000万円というふうにあります。そして、一部損壊

の住居、住宅、それが２棟あるということでございま

す。 

 そして、そういう集計の中で出てきた一部損壊の民

家、実はこれが今お話をしているその場所なんです。

ところが、この２億8,000万という金額の中に、この

一部損壊２棟の、あるいは崩落部分の金額が記入され

ていないんです。金額が記入されていないということ

は、災害として認定されなかったのか、そういうこと

だと思うんですが、先ほどのご答弁を聞いております

と、私は、この工事そのものを、じゃあ基本的にどう

考えるのかというので、先ほどの答弁を聞いておりま

して、何かちょっと私の解釈とは違うなと。 

 私は、この大雨の災害によって、その現地が多分あ

れは水がたまって、鉄砲水になってきて、飛ばされた

と思うんです。単に崩落をしたということではない。

それから、所有者が所有者の責任で直すべきだという

ふうな、そういうふうな発言でございます。当時の所

有者は、民間の団地を造成した方でございます。現在、

震災が起きた直後に所有者が変わっておるそうでござ

います。こののり面が崩落したということで、このの

り面が実は譲渡されたと、そののり面の上にある家の

被災をされた方に譲渡されたと、ちょっと私これおか

しいとは思うんですが、なかなか土地を人に譲渡する

なんてことは、何かそこに事情があるんじゃないかと

いうふうに思うんですが、現時点では、のり面の所有

者は、その被害者、被災者ですが、私はこの対策本部

ができて、この台風15号の被害が集計されたという時

点で、私は被災者だと思っているんですが、これを久

慈市としては、被災者扱いをしてないんです。でも、

現に台風15号の鉄砲水で壊れているわけです。その辺

のところを、よその場所は、災害認定ということで認

定をされているんです。この場所は認定されていなか

ったと。それは、一つの認定することによって工事を

するという、そういういろんな制度があるわけですか

ら、制度の中で認められなかったと、これは制度に欠

点があって、多分そういうことをフォローできなかっ

たという意味での認定だろうと、こういうのは、そう
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いう制度のいわゆる区分によって考えれば、そういう

言い方はできるわけでございますが、現実に被災者と

して、その方々たちを認定できないのかと、これは、

ちょっと根本的な問題だと私は思っておるんです。ど

うして工事ができないという部分の区分ではわかるん

だけれども、その人たちは被災者なんです。被災者と

いう認識を市では持ってますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  答弁、当局どうですか。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  先ほどの答弁でいえば、そ

の原因者が所有者になると。その宅地造成が人口的に

やられたものと。そして、今はそののり面の所有者が

被災者なんです。その被災者は、被災を受けているか

ら被災者なんです。 

 先ほどの答弁では、被災を受けた被災者に、なおか

つ追い打ちをかけるように、あなたが直しなさいと言

っている、こういうふうな理屈になっておる。これは

区分じゃないんです、もう区分の分類じゃない、ある

意味差別の分類です。その辺のところをきちっとしな

いと、私は、普段市長がこういう制度があるからでき

ないんだというのはだめだというふうな話をよくされ

ますね。前向きで非常にいいなというふうに思ってま

した。きょうの答弁はまさにこういう制度があって、

原因者がそういうことなんだから、原因者が直しなさ

いと。ところが、原因者がとか何とかという問題じゃ

ないです、基本は。これは災害なんだよと。災害のそ

れで被害を受けた方は被災者なんだと。きっちり被災

者だということを認定をして、それで取りかからない

といけない。その被災者を罪人扱いをして、なおかつ

被災者にその負担を求める、責任を求めるって、こん

なことはすべきじゃないですよね。市長、答弁をお願

いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  先ほど答弁いたしましたのは、

現時点で、現状は私も確認しております。非常に大変

な状況だなというふうに思っております。県といろい

ろ対策を講じれないかということで協議を進めており

まして、現時点では、制度上、先ほど申し上げました

ようなお答えしかできないということでございます。 

 かなり大規模に崩落しておりますので、ご指摘のよ

うに、これについては、これでいいとは思っておりま

せん。個人で対策を講じるといってもこれはかなり金

額も必要になってくると思っておりますので、今時点

ではそういうふうにしかお答えできないんですけども、

何となくこれを対応策をとれないか、これについては

引き続き県とも協議してまいります。 

 個人の責任だからといって、それで片づけようとは

思ってないんですが、なかなか制度上、個人の所有物

をこういったものも公共団体が改修できる、費用を税

金を投入できるかと、そういうふうな問題があるとい

うことでお話いたしましたので、これについては、今

後とも取り組んでまいります。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  県といろいろ協議したと。

難しいことがあるから３年半かかってもそのままにな

っているというのわかります。だけれども、そういう

ふうに、先ほど答弁があったような考え方では、なか

なかこの問題解決はできないというふうに思います。

いろいろ県との協議の中でレッドゾーンが新たに指定

をすると、そういう中で、レッドゾーンに組み入れら

れたところが移転をするんだと、全部。そういうよう

な話もあって、現実的にはそれは無理だったとかいう

ような行き詰まりを見せているわけです。この行き詰

まりを解決するには、やはり基本的にあそこの地域で、

今生活とか、簡単にいえば命を明日の大雨でまた崩れ

て、あそこに赤ちゃんもいますので、小さな子供４人

もいます。そういう中で、次の被害が起きる可能性が

非常に大きいんです。住民のやっぱり暮らしとか、生

活、命、そういうものをやっぱり大事に守っていく、

そういうものをやはり実際に実現するためには、もし

かするとこれは法整備が、新しい法を制定するような

形でしか解決できないかもしれないけれども、今ある

制度の中でできないから、個人負担なんだって、こう

いう考え方だけはぜひしないでほしい。前向きにやは

りこれからどうすればいいのか知恵を出してやってい

く以外に、この解決の道というのはないかと思うんで

すが、再度、もう一言市長から。そして、この問題は

予算委員会もありますので、予算委員会のほうでも引

き続きやらせていただきますけども、再度市長から答

弁をお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  髙屋敷議員ご指摘のとおりだ

というふうに思っておりますので、今の制度上、非常
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に対応困難というのは、現実、今時点での結論なんで

すけども、これについては、引き続き制度改正、必要

であれば、それについても、県、国に対しても要望を

しっかりやって、やはり、市民の生命、財産を守るの

が、これが久慈市の基本的な重要施策でありますので、

これについては、しっかり意識しながら取り組んでま

いります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  髙屋敷英則議員の一般質問に

関連して、何点か質問をさせていただきます。 

 まず、２番の総合防災公園整備事業についてお尋ね

をさせていただきますが、５億6,500万の予算が計上

されて動き出したということであります。当初、地す

べりが大変心配されまして、ボーリング調査なり調査

がされてきたわけでありますが、その結果、 終結果

が集約されたのかどうか、もし集約されているんであ

れば、そのご報告をいただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  総合防災公園の地すべりで

ございます。ここの調査、 終的にはまだもう少しご

ざいますけれども、今現在あるデータでいきますと、

当該地区の地すべりはかなり以前に崩落した地域であ

って、今現在は、動いているような場所というのは少

ないというふうに伺っております。 

 それから、その対策につきましても、今現在、ほと

んどのところを検証作業を行っておる状態でございま

して、今月中には 終的な結論が出るものと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  当初、社会資本整備総合交付

金復興枠の18億を使ってやるということで、この裏づ

けとなる見直し後の財源、大変気になっておったわけ

でありますが、社会資本総合整備交付金の復興枠、こ

の28年度以降の継続に向けた要望を、各被災自治体が

行って期待をしておるわけでありますが、この要望活

動と、それから、政府の対応、今の内容をお聞かせい

ただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  社総交の復興枠の延長でご

ざいます。これにつきましては、昨年度から国土交通

省、それから、復興庁、財務省等に、市長をはじめと

いたしまして要望活動を行っております。また、期間

の延長につきましては、ことし６月前に何とか沿岸市

町村を交えた形で全体となって要望活動を行っていき

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）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  短縮して言いますと、社総交

というふうなわけでありますが、社総交の復興枠のこ

の交付金、交付期間、規約によりますとおおむね３年

から５年ということになっております。そうしますと、

３年分で18億の25年から27年までの交付18億が決定済

みということで、もし継続になったとすれば、おおむ

ね５年となりますと、あと２年の継続の社総交の交付

金が受けられるというふうな期待をするわけでありま

すけれども、その見通しといいますか、その辺の部分

がどのように受け止めておる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）  復興枠、この防災公園にか

かわる復興枠18億今現在大体見通しでございますけれ

ども、実際は今現在、増といいますか、27年度は20億

を何とかということで要望しております。それが、ど

の程度つくのかは今まだちょっとわからない状況とな

っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  そうすれば、18億じゃなくて

も、25から27年度の分で20億を見込みたいと、何とか

要望したいというお考えということなわけですか、

トータルで。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  この全体の今要望している

金額でございますけれども、事業費ベースで大体32億

円程度を要望しているところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  見直しをして総体の面積事業、

これ30町歩から20町歩ぐらい、立成を除いてそれぐら

いに圧縮をして行うというふうなお話だったというふ

うに思います。事業年度が平成26年３月25日から平成

32年３月31日までの実施終了年度の全体事業期間だと、

この分については変わらないということだと思うんで

すが、私は、見直しをして、福祉の村のほうに道路を
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通すということなわけでありますが、すぐ東側の大崎、

そして、久慈湊の浸水被災地域がかなりあると。もう

いろいろ震災直後で移住したいというふうな方々もあ

ろうかと思いますが、もしあそこに良い道路が通って、

そうして、海側に自動車道の盛り土の構造があると。

海から冷たい風も来ないし、津波災害等からの安全も

可能だというふうなことで、山の地すべりの危険地帯

はともかくとして、道路のアクセスなんかもしっかり

行えば、あの立成の田んぼの下のほうに、私は住宅街

が広がるような期待感もあると。そういうふうな展望

を持った福祉の村への道路の整備、それらを今すぐと

は言いませんが、将来にそういう展望ある計画のもと

に計画を実施すべきと思いますけれども、ご所見をい

ただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまお話をいただきまし

た件についてでありますが、あの地区から園路が開通

いたしますと、福祉の村まで 短距離で行けると。久

慈病院が下にございます。ショッピングセンターが新

たに立地するという話もありますし、利便性も非常に

向上するというふうに思っております。 

 なかなかあそこは環境的にはやませがきつくかかる

というふうには聞いておりますけども、そうは言って

も従来からお住まいを構えていらっしゃる方もたくさ

んいらっしゃいますので、住宅環境としては、現在に

比べれば格段に向上するというふうに考えております。 

 夏井町を含めまして、人口減少、少子化が非常に厳

しくなっておりますので、そういう面でも住宅地とし

ての将来性は期待が持てるんじゃないかなというふう

に思っておりますので、そういった観点からも、まち

づくりをしっかり考えていきたいというふうに思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  次に、４番の東日本大震災に

おける課題についてお尋ねをさせていただきます。 

 ①の当市における被災者の生活再建状況についてお

尋ねをさせていただきますが、先ほどの市長答弁によ

りますと、まだ生活再建が半壊、全壊世帯で行われな

いところが、３世帯の19で22ぐらいというふうな感じ

に私は聞きとめましたけれども、私が、復興計画の被

災の状況、統計等を見た感じでは、久慈市における半

壊世帯、それから、全壊世帯で175から180に及ぶとい

う数かなというふうに思っております。そういたしま

すと、市長演述の半壊世帯で７割以上、それから、全

壊世帯で８割以上の生活再建がなされたということに

なりますと、まだ生活再建をなされていない世帯が60

を超すと私は集計をいたしておりますが、この半壊、

全壊の被災世帯、それから、生活再建、非再建、これ

らの実数といいますか、ちょっと確認をさせていただ

きたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  被災住宅の再建の状況に

かかわって全壊、半壊、その再建世帯の数というよう

なお話でございました。まず、全壊でございますが、

被災世帯で89世帯、再建世帯では72世帯というふうに

私どもでは捉えているところでございます。それから、

大規模半壊の解体の分は８世帯で、これ再建というか、

解体したのが８世帯、それから、半壊の解体でござい

ますが、被災世帯が31世帯で19世帯が再建世帯という

ことでございます。それから、大規模半壊については、

24世帯あって、再建が24世帯、半壊が162世帯ござい

まして95世帯が再建世帯だと。それから、一部損壊に

ついては306世帯あって、そのうち19が再建世帯とい

うことで、再建の割合につきましては、218世帯が再

建したということで、314世帯のうち218世帯が再建し

たということで、69.4、約70％というふうに捉えてい

るところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  今、移住・定住対策等もとら

れて、よそからも人を住んでいただきたいというふう

な中で、復興計画の統計によりますと、被災世帯で久

慈市以外に居住したいというアンケートに答えた方が

いらっしゃるというふうに私は見ておりますが、この

被災世帯で久慈市以外に移住された世帯、これがどれ

ぐらいあるのか捉えておったらお知らせいただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  他に再建された方が何名

いるかというふうなご質問でございますが、私が今記

憶にございますのが、八戸に再建する方が１人いらっ

しゃるということで聞いているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  それから、この再建という捉

え方であります。復興計画のアンケートによりますと、
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持ち家世帯、それから、借家世帯、いろいろな形態が

ございます。再建の基準、判断がなかなか私は難しい

ところがあるのかなというふうに思いますが、生活再

建の認知といいますか、その基準、それらはどのよう

に捉えておるのかお尋ねしたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  再建の基準をどのように

捉えているかということでございますが、再建につき

ましては、まず、住宅の場合、その住宅を確保した方

を再建したというふうに見ているところでございます。

基準はなかなか難しいとは思うんですけども、家は建

てたけども、まだ職場がないとか、そういった方もい

らっしゃるかと思いますけども、家が全壊した方につ

いては、その家を復旧したということで、再建という

ふうに捉えているところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  持ち家はそれでいいと思うん

ですが、借家住まいといいますか、そういう方々の再

建の捉え方といいますか、どう基準しておるのかお尋

ねしたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  借家住まいの方の再建の

捉え方ということでございますが、非常に難しい問題

だというふうに思いますが、今は19世帯がみなし仮設

住宅に住んでおられます。いろんな事情があって、ま

だ住宅を確保できないといいますか、そういう方々だ

というふうに思っております。この方々につきまして

は、いずれ市長からご答弁申し上げておりますように、

今後においてもきめ細やかな対応をしていきたいとい

うことで、みなし仮設に入っている方、さまざまな事

情がございますので、再建というのはちょっとどこに

基準を置いたらいいかというのは、私どももちょっと

申し上げられないんですが、住宅を持っていた方で全

壊されて、みなし仮設に入っている方もおられるとい

うふうに思いますので、その方々については、全壊し

た住宅を再建したときに再建されたというふうに捉え

ればいいのかなと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）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  いずれ25年度末でこの支援制

度を利用している方が６割だと被災者の、そういうご

報告をいただいておりますが、全ての方が利用できる

ような環境づくりと、それから、久慈市からほかに、

せっかく住みなれた久慈市から離れないような、定住

できるようなきめ細かい施策の展開を心がけていただ

きたいと、こういうふうに思います。 

 それから、４番の②の関係でありますけれども、震

災絡みで風評被害、特に、原木しいたけの農家で、原

木しいたけの高騰があるというふうなことが言われて

おります。どれぐらいあるか、それから、もう一つは、

原木しいたけの、例えば、福島原発の近隣でほだ木が

地元からとれない、その補償によって、高額な補償か

どうかわかりませんけれども、この久慈、県北近隣か

ら高額な価格でしいたけが供給できるというふうなこ

とで、逆に地元の原木しいたけの干ししいたけの生産

農家では風評被害で売るしいたけが安くしか売れない。

しかし、供給する原木は、東京電力からの補償金によ

って、ほかの産地から高く買い上げがきて、実質地元

の山から買う、今まで以上に高い原木を供給しなけれ

ばならないことをもって経営が大変だと、こういうふ

うなことになりますと、東京電力からの補償を受けた、

そのことによって、地元の産業が大変になる。いわゆ

る風評被害を東京電力から受けながら、さらに風評被

害を受けたとこからの影響をもって、２次的な東京電

力に対する補償請求をしなければならないというふう

な新たな組み立てをしなければならない状況も出てく

るのではないかというふうに思います。そういうこと

についての現況の捉え方と、これからの取り組みにつ

いてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  しいたけ原木に関す

るご質問でございましたけれども、原発事故の影響に

よりまして、しいたけ原木の不足が県南地方、東日本

全体に起こっているというふうに認識をしているとこ

ろでございます。 

 議員ただいまご指摘のとおり、価格の高騰も現に起

こっているというふうな状況でございまして、聞いて

いるところによりますと、震災前は１本当たり150円

程度であったものが、現在は200円程度になっている

というふうにお聞きしております。 

 宮城県、それから、一関方面、こちらのほうへの移

出も多くなっているというふうな状況であるというふ

うに聞いております。 

 ただ、高騰、あるいはこの地域の原木が移出するこ
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とによって、地元の方々への影響、原木が確保できな

いのではないかなというふうな心配も、今のところは

発生はしてないというふうに捉えております。 

 市内の生産者の経営を圧迫する事態にならないよう

に、違法伐採であるとか、そういったものについては、

市有林の監視人等の協力をいただきながら対応したい

というふうに思ってます。ただ、適法に伐採されたも

のが地域外に移出することについては把握できない状

況でございますので、そういうふうな対応をしてまい

りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  畑中議員に申し上げますが、

残り時間が迫っておりますんで、答弁時間も考慮して

質問をお願いします。７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  議長からのご指導もあります

んで、予算委員会のほうで関連する分についてご質問

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは、髙屋敷議員の質問

に関連いたしまして、何点か質問させていただきます。 

 ただいま畑中議員さんの質問に対する市長さんの総

合防災公園関係の答弁聞いておりまして、非常に明る

いものを感じました。以前は、場所すら変更されるん

ではないかということで、かなりちょっと苦慮してた

ところなんですけども、今度、道路整備等々できれば、

住宅としての位置づけもすばらしいところになるんで

はないか云々の話がありましたんで、非常にその点は

明るいものを感じております。 

 それでは、４番の東日本大震災における課題につい

ての関係なんですけど、実は、ここにもありますアン

ケートの中で、現在抱えておる復興の課題で一番大き

いものは何ですかという問いに対しまして、市長さん

のほうが、避難道路が入札不成立のため工事着工がで

きない状況にあるというようなこと、要するに、復興

工事の資材、人材不足を上げられておりますが、現在

どのような状況なのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  復興道路でございます。一

部路線につきまして、入札を２回お願いしたところ、

２回とも入札者がないというふうな状況がありました。

今現在は、個別の特殊な橋の工事ですので、そういっ

たところに１社１社お願いして、見積もりと合わせる

ような状況で、今さまざまな協議しているところでご

ざいます。何分にも復興工事が県内というか、全域に

わたって発生しておりますので、業者のほうもかなり

コンクリートとかそういった人材そのものもかなり逼

迫しているということで、今後ともこれにつきまして、

できるだけ早い時期に契約できるような形に持ってい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  ひとつよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、７番の岩手国体開催関係ですけど、昨日、国

体に向けた準備等に対する質問に対しまして、今後、

クリーンアップ運動とか花いっぱい運動、それから、

バナーの設置でしたか、のぼり旗の設置でしたっけ、

そのような計画がされているということですが、これ

の具体的タイムスケジュールもあと１年半しかないで

すから、それから、場所的なものです。特に花いっぱ

い運動あたりはどこら辺を考えていらっしゃるかお聞

かせ願えますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  これは、先日お答え

した内容に関連してでございますが、27年度の国体の

市の実行委員会の中の事業として、市内の各商店街等

にこれからお願いする部分でございます。バナー広告

とか、それらの発注等についても、今３月の段階で、

今町内会のほうにお願いしようとしているところでご

ざいます。それ以外の部分につきましても、27年度の

早い時期にできるだけ対応して、市民の意識の醸成に

取り組んで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）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  市街地に関しましては、ご存

じのように、昨年、街路樹の下にずっとツツジを植え

ました。多分、ことし白と赤のツツジが両サイドに花

咲くんではないかなと思ってますし、ご存じのように、

ハンギングバスケットも、大体八日町あたりからずっ

と長内までつり下げられますんで、街場のほうはいい

んですけども、要するに、281とか45号線とか久慈市

に入る道路をひとつ花いっぱい運動で飾っていただけ

ればと、そのように思ってます。 

 私は、２月23日に広聴のほうで、希望郷いわて国
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体・希望郷いわて大会おもてなし研修会ということで、

そこで、昨年の佐世保市国体推進室から来られまして、

係長さんが、何と私の高校の後輩だったんですけれど

も、そこでいろいろ話聞いていますと、おもてなしの

ための食事、これが意外と皆さん思い出になるみたい

で、例えば、佐世保でしたら、ご存じの佐世保バー

ガーとかいろいろあるんですけど、それから海軍カ

レーとか、久慈のほうでは、もちろんまめぶがありま

すけど、そのほかちょっと考えられているようなもの

がありましたら、お答え願いたいと思うんですけど。 

○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）  いろいろな食事等に

つきましては、新聞等によりますと、隣の葛巻町なん

かでも、既に観光協会でしたか、商工会なんかでその

ような取り組みをしていると聞いておりますが、今、

実行委員会の中で４つの専門部会がありまして、その

中の総務企画部会とか、宿泊関係の部会、そういう部

分と協議をしながら、商工会議所とか観光協会とか、

そういうところと相談をして、そのようなおもてなし

の対応をしてまいりたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  いずれ負けないようにひとつ

頑張っていただきたいと思います。 

 次に、13番の第２期中心市街地活性化基本計画につ

いてでありますが、計画見直しということで一生懸命

頑張っていらっしゃいますけども、基本的に財源の関

係なんですけど、 初の予定では、国庫補助金が９億、

補助率50％、それから、市債が８億5,500万円、一般

財源4,500万円とする計画で、市債は基本的には借金

ですが、合併特例債を使用するということで、市債の

うち約70％は後年度に交付税として措置される予定で

あるということでスタートされたわけですけど、この

財源が大幅に変わるんですか。それとも、大体これに

沿った形でのことを考えていらっしゃるんですか。 

○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）  中心市街地の活性化

にかかわって、いわゆる駅周辺の整備の財源というこ

とでございますが、議員おっしゃいましたとおり、当

初といいますか、前の計画ではそういった財源計画を

していたわけですが、今後、そういった補助の部分も

考えながら、さらに民間資金の導入ということで、Ｐ

ＦＩ等、そういった手法も考えられますので、それに

ついても、並行して考えていきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  活性化基本計画に基づく事業

の財源でございますけども、合併特例債につきまして

は、総合運動公園、メインは野球場、これについても

計画づくりを進めるというふうにしておりますが、そ

ちらの財源としても考えておりますので、やはりそこ

辺のバランスも考えながら、総合的に考えて、財源に

ついても検討していかなければいけないというふうに

考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  わかりました。そこで、ＰＦ

Ｉという言葉が出たんですけど、要するに民間の力を

活用して事業をやるということで、大概はあれですよ

ね、施設というんですか、建物というんですか、そう

いうものを民間が建てたのを公の立場で活用するとい

うことが多いんですけども、今回あれでしょうか、補

助金の関係でいつでしたか、市長さんのほうからも聞

いたんですけども、公の複合施設にレストランだとか、

それから、喫茶店だとか、そういうのを入れるとなる

と、国からの補助金がもらいにくくなるからと、その

ことが一番頭にあって、ＰＦＩという手法を考えられ

ているのか。それとも、複合施設は複合施設として、

国からの補助金で建てて、それに附随する合築といっ

たらなんですけど、その周りに、そのような商業施設

をつくるためにＰＦＩというような手法を考えてられ

るのか、そこら辺はいかがなんでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  この民間施設、飲食店関係と

か、あるいはコンビニエンスストアが駅前に欲しいと

いうふうな強いご希望ございますので、民間に施設を

建築いただいて、こちらが公的なところに家賃を支払

って、民間については、そちらがディベロッパーなり、

そういった民間のほうで家賃をいただくと、そういう

こともございますし、あとは別々に建てるというふう

にも選択肢としてはあると思っております。 

 今回の内閣府の事業メニューからいきますと、民間

施設が入る部分については、補助対象外とはっきり言

われておりますので、これを同じ建物の中にそういっ

た施設をつくるのか、別にするか、これについても、
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今、ディベロッパー会社からも具体的な提案をしたい

というふうな話もきておりますので、そういったとこ

ろもこちらで確認し、市民の皆様にも、それを情報提

供しながら、どうあるべきか、あと事業費全体はどこ

まで圧縮できるかと、そこら辺はやっぱり経費の問題

が絡んでまいりますので、そこはこれから総合的に検

討というふうになります。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  いずれにいたしましても、複

合施設をつくるという目的というのは、要するに回遊

人口をふやす。要するに、にぎわいを醸し出すために

つくるということですから、やはり今一番、街なかで

ある程度、気になっているのは、駅前ビルもそうなん

ですけど、その複合施設のメーンになる。要するに、

複合施設の核になるものは何なのかと、何をもってこ

られるのか。 

 それによって、やっぱり街がにぎわえば、商業者と

して近所にレストランつくろうとか、お店つくろうと

いう人が出てくるわけですけれども、そこを私は常々、

持論なんですけども、今、全国的に図書館による、要

するに、街なか活性化というのがはやっていますよね。 

 我々も、十和田市にも行ってまいりました。できた

ばっかりで、１日220人ぐらいの来館者が、急にもう

800人以上になったとか。それからあと、紫波町のオ

ガールプラザというところの図書館も、約２年間で30

万人ぐらい入館者があったということで、非常にいろ

んな人が集う場所としては、ベストじゃないけど、ベ

ターではないかと思うんですけども。 

 いずれにしても、そういう核になるものをつくって、

そして初めてコンビニができるであろうし、やはり喫

茶店、レストランができるだろうということなんです

けど、当局のほうでは、現在、そこら辺は、どのよう

なものをプランニングされているのか、お聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  全国的には図書館を核にして

順調に集客できている市町村があるのは聞いておりま

す。 

 佐賀県の武雄市は、そのトップを切っているとは思

うんですが、やはり図書館だけではなくて、駐車場を

どうするかというのが常に課題として出てまいります。

十和田の例についても、久慈と状況がちょっと違うの

ではないかなと思います。 

 ただ、図書館は、非常に有力な選択肢の一つだとは

思っていますけども、実は、武雄の図書館の運営会社

のご意見も聞いたんですが、やっぱり向こうとこちら

のちょっと条件が違いますというふうなお話もありま

したので、図書館も意識しながら、久慈の駅前をどう

再建できるか、これについては、やはりいろいろ条件

を考えていかなければいけないと思っています。 

 駐車場についても、平場でつくるか、建物の１回の

部分に駐車場を整備するか、いろんなやっぱ手法があ

ると思いますので、これについては、民間の専門業者

の情報等も収集しながら、そこを考えていきたいなと

いうふうに思っておりますが、やはりおっしゃるとお

り、核になるものが必要だと思っておりまして、飲食

店だけだと、やっぱりひとつめり張りがきかないなと

いうふうには感じております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  やはり商業で生活されている

方も、それなりのプランニングといいますか、皮算用

をやっていらっしゃる方もおられるわけですね。要す

るに、それだけ駅前開発を期待されているわけですか

ら、ぜひお願いしたいと思います。 

 そこで、一つ問題なのは、昨日来、答弁聞いていま

すと、これからワークショップやって、そして、その

後に、ある程度、素案を提示して、そして、ことしの

秋ぐらいをめどにするということなんですけど、昨年

はあれだったじゃないですか、６月の議会のときに、

９月が次年度の補助金の申請ですよと、それに間に合

うんですかっていうような話になって、結局、その時

点では、どうするか決めてられなかったんですが、結

局、 終的には、９月に補助申請をされずに、ことし

来たわけですけど。 

 また、ことしはどうなんですか、その次年度に向け

た補助金の申請に間に合うような形でやられるのか、

そこをきちっと明確にしていただかないと、また延び

るのかというような、ちょっと心配される方もおられ

るもんですから、その点、お答え願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  これについては、今議会でお

答えしておりますとおり、ことしの秋に向けて、あと

半年余りですが、ワークショップ、ご意見をいただく

機会を精力的に、短期間ではありますけども回数をふ
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やして、秋ということで計画づくりを進めてまいりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  要するに、次年度の補助金申

請に間に合うという形で、よろしくお願いします。 

 それから、あとは、ホームページのほうに、一昨日

も質問ありましたけど、プロポーザルの公募をやって

いらっしゃいますよね。それで、これの締め切りが13

日、あしたということで明記されているんですけど、

現在の状況、この公募に対する状況はいかがなもんで

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）  プロポーザルのいわ

ゆる申し込み状況ということだと思うんですけれども、

明日までということでやっております。 

 まだ問い合わせについては、複数の会社から来てお

ります。ただ、正式な申し込みといいますか、正式な

書類については、まだ受理はこれからになると思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  いずれにいたしましても、こ

れはあれですよ、民間活力を導入可能性があるかどう

か調査するためのプロポーザルということで、直接、

ＰＦＩ云々ということにつながるような形を期待され

ているのですか。そこら辺、ちょっとお聞かせ願いた

いんですけど。 

○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）  今回、お願いしよう

とする業務につきましては、まずワークショップにお

いて、いろいろなこれまでの意見を集約した部分につ

いて、さらに集約をしていきたいと、そういった形の

ものと、それからあと、モデル的な施設の計画といい

ますか、それを集約した形で、皆さんにお示ししなが

らの話し合いをするための素材づくりということにな

りますし、その素材をつくった段階で、民間活力の可

能性の検討という部分、そういったところを予定して

いるところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  小栁議員に申し上げますが、

時間が迫っておりますんで、答弁に若干考慮してお願

いします。 

○13番（小栁正人君）  14番にＫターンってあります

けど、Ｉターン、Ｕターンはわかるんです。で、Ｊ

ターンとＫターン、これの定義というんですか、教え

願えますか。 

○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）  Ｕターン、Ｉターン、

Ｊターンとありますけれども、いわゆるＫＵＪＩと

ローマ字で書きますと、それが全て入っているという

ことで、Ｋを頭に入れて、ＫＵＪＩということでＫ

ターンという総称をして、そう呼ばしていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  私、２番の総合防災公園に関

連しまして質問したいと思います。 

 先ほど来、同僚の方々からも、いろいろ質問ござい

ました。その中で、防災公園は、当初から議会でもい

ろいろ議論されてきたわけでございますけれども、当

初予定した場所に設置されるという方向づけのようで

ございますけれども、それはそれでいいんです。やは

り急いでやらなきゃならないという部分もございます

んで、そういう点も踏まえた中で、それに関連しまし

て、夏井地区の、あるいは湊地区の方々、被災に遭わ

れました。特に久慈川、夏井川に挟まれた場所を持つ

地域の方々のことを思いますと、やはりそこにできて

も、道路がなければ避難するのに非常に今、厳しい環

境です。 

 というのは、市道山岸線を見ても狭い。395号線、

これに通じる道路がないという点と、それと、あと駅

前大湊を見ましても、これもまた鉄路で左右される地

域でございます。ですから、その総合公園まで行くの

に、避難するにしても、今後、考えた場合、特に、半

崎地区からも避難するわけですけれども、北日本造船、

かなりの方々が現在、就業しておるということで、こ

れも半崎の山側に逃げるのも、車両からいきましても、

厳しい状況になりつつあるという状況もございます。

ですから、当然、車両の進入もふえてくる。 

 あるいは、災害が起きた場合には、やはり災害救援

の車両が大野方面から入ってくるということなんかを

考えた場合、やはり道路の新設、あるいは整備、これ

が必要になってくるんじゃないかと思います。 

 先ほど来、遠藤市長も申しておりました。道路は必

要だということでございますので、その辺を視野に入
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れた防災公園関連事業の中に織り込んでいるのかどう

のかお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今、計画しております総合

防災公園の園路でございます。こちらの夏井川の取り

付け道路部分はそのまま真っすぐ行きますと、ちょう

ど395号線の交差点、今、信号があるちょうど橋のと

ころを狙っております。ということで、一応、将来的

にはそういった方向も考えていかなければいけないの

かなというふうに考えております。 

 また、湊地区からの避難ということで、今、踏み切

りの拡幅工事を行っております。これが３月20日ぐら

いまでにはできるということになっております。また、

そこから来る道路、これも今、復興交付金事業で、あ

る程度、８割方できておりますけれども、ちょうど今

度、八戸久慈自動車道を越すところが、ボックスカル

バートになっているんですけれども、ここの部分につ

きましても、今現在、測量を始めておりまして、今後、

急いで整備のほうは続けてまいりたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  避難道路関連のお話をいただ

きました。私、１年前に市長に就任しておりますけど

も、その時点で、久慈市の復興事業に組み込まれた国

の採択事業、もう既に決まっておりまして、これ以上、

財源を含めて新規事業の採択は、国においては非常に

難しいと。もう既に決まっておりましたので、この道

路はやりますというふうにメニューは決まっておりま

した。 

 私自身、やっぱり久慈のこれからの防災対策を考え

た場合に、避難路としてもまだまだ足りないというふ

うに思っておりますが、今、進めておりますのは、前

の体制で決まったものを見直しはできるんですけども、

新規っていうのが、国においては、もうそういうふう

なスタンスでありませんでしたので、今は、既に定め

られた復興計画事業、決まった事業について施行して

いるというところでございます。 

 しかしながら、やはりまだまだ安全対策を考えます

と、道路整備等が足りないというふうに思っておりま

すので、これについては、今後、引き続き、国に対し

て強く、やはりこの必要なものについては、造らざる

を得ないとは思っておりますけども、そういった動き

をしていきたいと思っております。 

 まだまだ不安を抱えている方の声が聞こえておりま

すので、もうこれで終わりですというふうには言って

はいけないと思っておりますので、これについては、

今後ともご意見をさらにお聞きしながら頑張ってまい

ります。 

○議長（八重櫻友夫君）  14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  答弁をいただきました。 

 私も、夏井橋、新夏井橋のほうですけども、あそこ

から入ってきて、当然、田んぼの場所にあります。そ

して、土地区画整理事業が入ってやった場所でござい

ますので、土地区画も絡んでくるかと思いますけれど

も、やはりあの路線、今でも、特に可燃ごみの集配車

の関係も、夏井大崎まで、あの夏井川の上流になるわ

けですけども、大崎から入って、左折して入っている

ような今現在の状況なんです。 

 ですから、その辺の車両も入ってくるということも

考えれば、やはり道路は必要だなと思いますし、その

辺を踏まえた中で、やはりまた、大湊地区から入るに

しても小さい踏み切りです。車両がなかなか入れない

ような踏み切り。ですから、そういう場所を抱えての

苦しさもあるわけですんで、やはりその辺は取り組ん

でいただきたいと。ちょっと時間はかかるかもわかり

ませんけれどもお願いをしたいと。 

 また、先ほど来、遠藤市長から、県立病院等を含め

た路線にもなるということもあります。そういう中を

踏まえて、やはり早目早目の対応をお願いしたい。 

 特に、あの地域座談会でその件については、恐らく

出ておると思います。市長も聞いていると思いますん

で、夏井橋というのは、私、前から、地域においては、

夏井橋から引っ張ったほうがいいなという話はしてお

りますんで、その辺が出てくると思いますが、それら

のことを考えた中で、やはり考えていかなければなら

ないかと。 

 特に、北側をあれ来る車両、結構、ありますんで、

高速道、高規格道、復興道路を使わないで下を来たほ

うが、県立病院にも近いというような状況になろうか

と思います。その辺を踏まえたことをお願いしたい。 

 夏井地区にいきますと、やはり市道も農道も、農道

は当然狭いわけですが、市道も狭い。しかも、河川の

堤防を使った市道であるという状況もございます。そ
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の辺を踏まえた中で、当然、炭山道路の問題も出てき

たのも、その辺からもあろうかと思いますけども、そ

の辺を解消するためにも、やはりやっていかなきゃな

らないのかなと、私なりにも思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと。答弁願います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈市内の道路網の整備につ

きましては、各地で非常に困っているというふうなお

話をいただいております。 

 小久慈もそうですし、長内もそうですし、海岸部に

つきましては、さらに道路が狭いというふうなお話も

あります。 

 夏井の道路網については、地元の皆さんから、かね

てからお話をいただいております。しっかりとした

メーンの道路がない、昭和29年の合併のときの条件が、

60年経って手つかずだというお話もあります。 

 やはり住みやすさを考えた場合には、道路網の整備

は大事だと思うんですが、あわせて先ほどのような住

宅建築、あるいは子育てというふうな観点からも、や

っぱり道路整備というのは、非常に大きな影響を与え

るものだというふうに思っております。 

 炭山道路の整備を含めて、一番が財源問題なんです

けども、これについても、県ともずっと協議をしてお

りますし、それ以外の道路についても、国土交通省を

巻き込めるように、しっかりと取り組んでいきたいと

思います。 

 時間がかかる路線がたくさんございますけども、議

員の皆様のご協力もいただきながら、将来を見据えて

整備計画を立てて進めていきたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  それでは、髙屋敷英則議員の

質問に関連をいたしまして何点か質問をさせていただ

きます。 

 質問項目の16項目ですけれども、道路等危険箇所の

解消にかかわって、市道整備の基本的な考え方につい

てご質問をさせていただきます。 

 まずもって、当市の市道の路線は何路線あるのか。

それから、もう一つには、その市道の延長は何キロに

なっておられるのか、まずもってお聞かせをいただき

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）  市道の実延長と箇所でござ

います。平成23年末でございますけれども、路線数が

685、実延長が691.4キロメートルでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  今、市道路線の数が685ある

というふうなことでございますけれども、この中には、

市道は本当は４メートル以上が基準になっているわけ

ですけれども、それ以下の市道も何カ所かあると思い

ます。その市道４メートル以下の道路の市道は何件あ

るのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  ４メーター以下の部分とい

う市道でございますけれども、今、そのデータを持ち

合わせておりませんけれども、改良率が59.6％、これ

は４メーター以上を整備したという路線であります。

細かく４メーター以下の部分について、調査、測量し

たものはございません。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  それじゃあ、この道路整備に

かかわっては、一応は市道の幅が４メートル以上が基

準になって、整備をしておるわけです。 

 ですけれども、この３メートル以下の市道について

は、全く手がつけられていないというのは実態であり

ます。そのことを聞きたくて私は質問いたしておりま

すけれども、この点については、どのような考え方を

持っておられるのか、ひとつお聞かせをいただきたい

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）  市道につきましては、大変

な財源が必要になっております、市道の整備につきま

しては。また、市道でない部分につきましては、市民

協働等でできるだけ市民の要望に応えるようにしてい

きたいと思います。また、道路の改良等につきまして

も、できるだけ計画的に進め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）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  今、部長の答弁では、市道に

ついては鋭意努力したいというふうなことですけれど

も、市道以外については協働でというふうなことであ

ります。 
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 今言っているこの意味は、４メーター以下の道路は、

市道として認めないというふうな、ほとんど答弁でし

た。４メーター以下でも市道に認定されておる箇所は

何カ所もありますよ。その部分の整備については、ど

のように考えておられるのか伺っておるわけです。お

答えください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  以前に市道認定して、４

メーター以下の部分も市道の中にはかなりあります。

現在も残っております。これについては、できるだけ

整備を急ぎたいとは思っておりますけれども、なかな

か財源が厳しいところもございまして、優先順位等を

つけながら、計画的に４メーターで整備できるように

努力してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  宮澤議員に申し上げますが、

先ほどから質問を受け付けているんですが、要旨に関

連して、若干離れているようですんで、時間があれば、

次の予算委員会にお願いしたいんですが。 

 22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  質問事項の趣旨に外れている

というふうなことでありますけれども、この質問項目

16番目ですけれども、危険箇所の解消というふうなこ

とがあるわけですよね。これは市道のことではないと

いうふうに、議長は認識しておられますか。 

 それで、今言っている、私、４メーター以下の市道

については、やはり整備をされないままでおりますの

で、かなりの危険を感じているというふうなことで質

問をして、箇所数に限って言えば、確かにこの箇所は

違いますけれども、市道については同じだというふう

に私は認識をしております。そういうことで質問をし

ておりますので、 後まで質問をさせていただきたい

と。 

○議長（八重櫻友夫君）  今、宮澤議員のお話されて

いるのはわかるんですが、本日、会派の代表者からも

確認していただけばよろしいんですが、質問項目、質

問については、質問の要旨に沿ってお願いしますとい

うことで通告をお願いして、議運で話し合っておりま

すんで、その点を。 

 確かに、道路等の危険箇所ということでなっており

ますが、いずれ、今までの議運では、質問される際に

は、この要旨を掲げていただいて、それについて質問

してくださいというふうになっておりますんで、私の

ほうで申し上げました。 

 22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  わかりました。じゃあ、次に、

この16項目の２番目の問題ですけれども、この支障木

の撤去ということになりますが、今、先ほどの市長の

答弁では、支障木は所有者の権限で解決をしなさいと

いうふうな答弁であったようであります。 

 しからば、この支障木で交通事故なんかの大きい事

故が発生したという場合には、その責任の度合いはど

ちらにあるのか、お聞かせをいただきたいというふう

に思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  細かいところは、ちょっと

今、資料を取り寄せないとわからないところでござい

ますけれども、明らかに、もうぶつかるとか、そうい

ったものがわかるような場合につきましては、市のほ

うの責任も出てくるものと思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  今、部長の答弁では、明らか

にというふうなことがございます。その明らかという

のの境目といいますか、それはどこにあるかわかりま

せんけれども、やはりこれは基本的には、市道の中で

支障木が倒れて、そして事故が発生したというふうな

場合の責任はどちらにあるのかと。当局にあるのか、

所有者にあるのか、その辺について伺っておるわけで

す。答弁を願います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  支障木そのものは、民地の

ほうから道路に出てきている場合であっても、この所

有権は民地の方に発生いたします。これを市のほうで

伐採する場合は、民間のその宅地の方の木を持ってい

る方の承諾を得ないと処分できません。切ることもで

きませんし、その切った木を処分することも、個人の

方から聞かなければできないというふうに考えており

ます。 

 それが、もし普通の状態で倒れてという場合と、台

風とか災害等で倒れるといった場合、さまざまな場合

が考えられると思われますけれども、その時々によっ

て、まず災害等であれば、個人の責任にはならないの

かなとは思いますけれども、何もない状態で倒れると
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いうふうなことになりますと、市と及び個人の責任も

出てくるものというふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  その支障木の状態によって、

どちらの責任になるかというふうな答弁でございます

けれども、普通、風なり暴風雪、台風、雪害、そうい

うふうな関係で道路に支障木があった場合、そういう

場合には、私はやはり当局の責任においてこれは処理

をする。処理をするについても、所有者が民間の方で

すから、それには、やっぱりある程度の了解を得て伐

採をする、撤去するというふうなことになると思いま

すけれども、その前に、その支障木によって事故があ

った場合、どちらが責任を負うことになるかなと、そ

のことを私は聞いておるわけです。 

 先ほど市長は、基本的には所有者の責任でというふ

うなことです。私は、所有者の責任も、もちろんその

とおりですけれども、その前に、やはりパトロールな

んかをして、これは支障木になりかねない。支障木と

いうふうに感じた場合には、事故が起きる前に撤去す

るような形での対応をしていくのが、これは行政の責

任ではないかなというふうに、自分なりに思っており

ますけれども、その辺についての考え方を市長のほう

から答弁していただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの問題、ご指摘でご

ざいますけども、道路上に倒木があるということにな

りますと、道路の管理上、それをよけるというふうな

管理行為は必要だと思っております。放置して事故が

起きれば、道路管理者としての責任も生じるというふ

うに思っておりますが、危険木の状態、枝が伸びてい

ると。その時点では、民法上は、これは個人の所有物

になっておりますので、行政といえども、ご本人の意

思に反して勝手に切るということは、法制度上、でき

ないものというふうに理解をしております。 

 そういう意味でも放置はできませんので、所有者の

方のご了解をいただいて、所有権はそちらにあります

ので、市が伐採をするということになりますと、ご了

解ないままだと所有権の侵害というふうな問題が出て

まいります。 

 今、全国的に問題になっております空き家、老朽化

した空き家が非常に危険だと。こういったものについ

ても、国において法律ができましたが、これまでも基

本的には所有者のものと、危険でも、誰それが、行政

といえども、勝手に手をつけることはできないという

ことが、法律的に解決、１歩進んだと思っております

が、やはり常にその所有権を意識してやっていかなく

ちゃいけないと思っております。 

 ですから、できるだけ協力をいただくということで

のパトロール、パトロールを含めて市の対応は必要だ

と思っておりますが、万一、同意がないままに市のほ

うが対応をすると、これはやっぱり裁判になりかねな

いケースもあるというふうに思っております。そこの

ところはご理解いただければ。 

 放置するわけではないですけれども、やはり法制度

上の建前もあるということは、ご理解いただきたいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  今、市長の言うこともよく理

解をしております。ただ、やはり支障木といいますか、

立木が市道に覆いかぶさっておるような箇所も、何ヵ

所かあるわけですよね。そういう場合に、雪等が積も

って、例えば積もって、それが通行中に雪が何らかの

風の関係とかというふうなことで落雪をして、事故が

発生したというふうなことも想定されるわけです。 

 ですから、私は、先ほど言ったように、そういうふ

うな箇所についてはパトロールをして、所有者にお願

いをして伐採をしてもらうか、了解を得て市のほうで

撤去をするかというふうなことのパトロールは必要で

はなかろうかというふうに私は聞いておるのです。そ

の辺についてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  先ほど市長から基本的な考

え方については、市長から答弁申し上げたとおりでご

ざいます。 

 今、議員さんご指摘のとおり、パトロールについて

は、今後、一生懸命実施し、そして所有者の理解が得

られるように頑張ってまいりたいと思います。よろし

くお願いします。 

○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10分とします。 

    午後０時05分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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    午後１時10分   再開   

○副議長（下舘祥二君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 この際、午前の髙屋敷議員の一般質問に関して当局

から発言を求められておりますので、これを許します。

中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  午前中ありました髙屋敷議

員の質問の災害の認定の件でございますが、公共土木

施設災害復旧事業国庫負担法、こちらのほうによりま

すと、公共施設ではないために対象とならないという

ことで、認定そのものの制度がないということでござ

います。 

 また、建物、建築物、住宅等でありますと、個人の

住宅になりますけれども、これにつきましては罹災証

明等が税務課のほうから出される、それで保険等の適

用、保険等かけておれば、そういったものに対しての

保険が適用になるということでございます。 

 それから、先ほど２件の家屋が被害ということでご

ざいましたが、梅ケ丘のご指摘のあった擁壁、それか

ら家については、これは災害のほうに含まれてはいな

いということでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  一般質問を継続します。 

 次に、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也君登壇〕 

○16番（小野寺勝也君）  日本共産党久慈市議団を代

表し、市政をめぐる諸課題について市長並びに教育長

に質問をいたします。 

 昨日、３・11東日本大震災４周年祈念式が開催され

ました。いまだ震災復興の 中にあるなか、政府は集

中復興期間が終了する2016年度以降は全部続くのが難

しいと言い出し、国庫負担を減らそうとしております。

被災地の復興がなし遂げられるまで国が責任を果たす

ことを強く求めるものであります。 

 以下、質問に入ります。 

 質問項目の第１は、市長公約の実現についてであり

ます。 

 政治家にとって公約を守ることは当然であり、極め

て重要なことであります。昨年の市長選挙でも、公約

を守るのか、それとも言いっぱなしの方便にすぎない

のかが争点の一つになったことは記憶に新しいところ

であります。市長は、就任１年目を迎えたばかりであ

りますが、現時点における公約の実現、取り組み状況

をお尋ねをいたします。 

 質問項目の第２は、人口減少社会への対応について

であります。 

 安倍政権は、今の地域の状況は厳しい。このままで

は消滅する地域も出てくると危機感を煽っております。

いわゆる増田報告には、なぜ若年女性の減少が自治体

消滅になるのかの説明はなく、東日本大震災以降高ま

った若者の地方回帰の動きも考慮されておりません。 

 地方の人口減少の問題は、雇用の場である農林水産

業が輸入自由化によって衰退されてきたからではない

でしょうか。大規模店舗法の改定によって、大型店の

出店が自由化となり、シャッター通りが拡大しました。

さらには若者が結婚をし、子育てをしていくことが難

しい状況にされたことです。若者と女性の２人に１人

が非正規など不安定な雇用と安い賃金を強いられてき

たからではないでしょうか。 

 お尋ねをいたします。人口減少が起こった背景、原

因をどう捉えているのか、人口減少対策の主要策をお

示しください。 

 質問項目の第３は県立久慈病院の医師確保充実につ

いてであります。 

 県立久慈病院は、県北沿岸唯一の中核的総合病院と

して、かつ救命救急センターとして地域住民の期待を

担ってきました。 

 しかし、平成18年４月以降、麻酔科、耳鼻咽喉科、

精神科、呼吸器科の常勤医師が相次いで不在となり、

産婦人科も１人体制、それも育児休業で一時不在とい

う状況もありました。それでも医師養成事業における

医師確保に期待を寄せてきましたが、現状は一昨年９

月時点よりも４名減少している状況にあり、一刻の猶

予もできない状況にあります。早急に打開策を講じる

べきと思いますが、お聞かせください。 

 質問項目の第４は、介護保険制度についてでありま

す。 

 介護保険法の改定により、新年度以降は要支援の

ホームヘルプ、デイサービスは法律の条文から削除さ

れ消滅します。その一方で、地域支援事業の介護予防

日常生活支援総合事業に訪問事業、生活支援事業が新

設となります。 

 しかし、自治体は、その実施を２年間延期できると

いう猶予期間があります。久慈広域連合が実施を２年
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間延期したことは当然でありますが、事は単純ではあ

りません。政府、厚労省は、この猶予期間に多様な

サービスの提供などど言ってボランティアへの肩がわ

りなどで安上がりを狙っています。介護認定にしても

介護認定申請前に基本チェックリストで半分くらいを

介護認定申請から外そうとしております。 

 お尋ねをいたします。要支援者へのホームヘルプ、

デイサービスの水準を維持すべきだと思いますがどう

でしょうか。また、チェックリストによって申請権が

制限されないのかお聞かせをください。 

 質問項目第５の地産地消推進条例の制定についてで

あります。 

 市長の施政方針演述でも地産地消が随所で指摘され、

地域経済循環の実現が強調されていることは全く同じ

思いであります。 

 当市における農林水産業が果たしてきた役割を再認

識をし、市の基幹産業として位置づけ、食材、建築資

材、家畜の飼料はもとよりバイオマス発電までを包含

し、地域内消費を図り持続可能な循環型経済を確立促

進するため、そして地元資源を有効活用するためにも

地産地消推進条例を制定すべきと思いますがご所見を

お聞かせください。 

 質問項目の第６は、ＴＰＰ、環太平洋経済連携協定

についてであります。 

 ＴＰＰ交渉が重要局面を迎えています。秘密の交渉

なので全容は定かではありませんが、担当大臣などの

言動によると、米、牛肉、豚肉、乳製品などの農産物

重要５品目について国会決議、与党自民党の公約にも

反し譲歩を重ねてきています。 

 もし、ＴＰＰ協定参加となれば、昨年３月の岩手県

農林水産部の試算によると、県内では米で50％の生産

減少、農林水産物全体では33％の減少となり、地方は

壊滅的打撃を受け震災復興の妨げとなることはもとよ

り地方創生どころではなくなります。国会決議を遵守

をし、それができなければ交渉から撤退を求めるべき

であります。ご所見をお聞かせください。 

 質問項目の第７は、土地改良区の合併支援策につい

てであります。 

 久慈市土地改良区と夏井土地改良区がことし10月を

目途に合併作業を進めておりますが、市としてはどの

ような支援策を考えているのかをお尋ねをいたします。 

 質問項目の第８は、林業振興、森林整備についてで

あります。 

 久慈市内での木質バイオマス発熱をはじめ、野田村

には1,400キロワットをはじめ、周辺自治体での木質

バイオマス発電が相次いで計画をされています。間伐

材の需要拡大が見込まれます。これを契機に林業振興、

森林整備を促進すべきであります。これは森の再生、

活性化にも直結をいたします。対策をお示しください。 

 質問項目の第９は、中小企業振興策の策定について

であります。 

 昨年６月に成立をした小規模企業振興基本法は小規

模企業従業員20人以下、商業サービス業は５人以下を

対象に支援する施策を国、地方自治体、支援機関等が

連携をして実施することを定めたものであります。 

 法の第７条では、自治体の責務として施策を策定を

し、実施する責務を有するとあります。市内小規模企

業の活性化のためにも振興策を策定をし、実施すべき

と思いますがお聞かせください。 

 質問項目の第10は、土木行政について２点お尋ねを

いたします。 

 一つは、梅ケ丘団地ののり面崩壊対策についてであ

ります。住民の生命、人権を守る立場から何らかの方

策を検討し、対応すべきと思いますが、お尋ねをいた

します。 

 ２点目は、市民協働事業の対象に位置指定道路、み

なし道路を加えたことは評価をいたしますが、人員体

制の強化もあわせて行う必要があるのではないでしょ

うか、お聞かせください。 

 質問の 後は、教育行政について３点お尋ねをいた

します。 

 １点目は、準要保護児童生徒に対する就学援助費目

の拡大、特にクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費の

援助は既に県内33自治体中23自治体で実証されており

ます。当市においても速やかに実施すべきと思います

がご所見をお伺いをいたします。 

 ２点目は、市立公民館の目的、使命の重要性につい

てであります。 

 公立公民館は生涯学習の場として、子供からお年寄

りまで各世代の学習、交流の場として親しまれていま

す。住民自治を発展させるためにも地域を考える住民

の学習活動や自由な話し合いが大事であります。この

活動を担うのが公民館の役割であろうと思います。社

会教育機関である公民館の果たすべき役割の重要性は
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増してきています。改めて公立公民館の目的、使命の

重要性についてお示しください。 

 ３点目は、総合運動公園整備基本構想についてであ

ります。 

 所要面積、所要財源の見込み、さらには場所選定な

ど白紙から取り組むのかどうかをお尋ねをいたします。 

 以上、11項目、15点にわたって質問をいたしました。

積極的な答弁を期待をし、登壇しての質問を終わりま

す。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、市長公約の実現状況についてお答えをいた

します。 

 平成27年度予算案提案時点における、市長公約の実

現、取り組み状況についてでありますが、これまで防

災拠点構想の見直しや国体野球会場の変更、「市長と

話そう！ふれあいトーク」の実施、副市長１人制、未

就学児のインフルエンザ予防接種無料化、中学生まで

の医療費助成拡大、多選自粛条例の制定など既に実現

してきたものも多数ございますが、本予算案におきま

しては、さらに保育料の第３子以降無料化や総合運動

公園整備に係る基本構想の策定などに着手しようとし

ているところであります。 

 一方で、当市の厳しい財政事情を勘案しながら、引

き続き行財政改革の断行等による財源確保に努めると

ともに、今後も市民の皆様とのお約束である「活力と

笑顔あふれる、豊かなまち久慈」の実現に向けて、積

極的に取り組んでまいります。 

 次に、人口減少社会への対応についてお答えをいた

します。 

 まず、地方の人口減少が起こった背景、原因につい

てでありますが、この問題につきましては、その原因

が社会的要因、経済的要因、個人的要因など多様であ

り、かつ、それらが複雑に絡み合っているものである

と捉えており、当市の国勢調査データでは、旧久慈

市・旧山形村合わせて昭和35年の4万5,025人をピーク

に、減少傾向にございます。 

 これは、高度経済成長期における集団就職を背景に、

地方に先駆けてインフラ整備や大企業、大学などが立

地している大都市に、地方から若者が流出する現象が

全国各地で一斉に起こったこと、さらには出生率の低

下、晩婚化、子育て環境の変化などもその一因である

と捉えております。 

 次に、人口減少対策の主要策についてでありますが、

一昨日の新政会代表、泉川議員ほかにお答えいたしま

したとおり、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

くなかで、雇用、所得環境の改善、結婚、出産、子育

て、教育環境の整備・充実、Ｉターン・Ｕターンなど

の促進など、久慈ならではの総合戦略として人口減少

に対応した各種施策を積極的に展開してまいります。 

 次に、県立久慈病院の医師確保充実についてであり

ますが、一昨日の新政会代表泉川議員にお答えいたし

ましたとおり、市独白の医師養成奨学資金等貸付制度

や岩手県国保連合会が行う奨学制度への拠出、岩手県

に対する要望活動など、これまでも医師確保対策に取

り組んできているところであります。 

 県立久慈病院におきましては、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状況

ではありますが、岩手医科大学等からの応援医師の派

遣や嘱託医、研修医などの配置により、中核的病院及

び救命救急センターの機能、役割を果たしていただい

ているものと認識しております。 

 今後におきましても、これまでの活動に加え、当市

出身の医師や医学部在学生の情報収集に努めるととも

に、新年度からは医師確保対策監を設置し、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

確保に努めてまいります。 

 次に、介護保険制度についてお答えをいたします。 

 まず、新しい介護保険制度における要支援者への

サービス水準の維持についてであります。 

 現行の介護予防訪問介護・通所介護サービスは、介

護保険の予防給付の基準により実施されているところ

でありますが、改正介護保険法では介護保険の予防給

付から地域支援事業の新総合事業に平成29年４月まで

に移行することとされております。 

 当市といたしましては、現行の訪問・通所介護相当

のサービス及び多様なサービスの形態となる人員基準

を緩和したサービスや住民主体による支援等の実施に

向けて検討を行っているところであり、今後におきま

しても介護予防サービスの低下とならないように努め

てまいります。 
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 この多様なサービスの基準等につきましては、久慈

広域連合及び構成町村と意見交換等を行ない、決定し

てまいります。 

 また、平成27年４月１日から新たに要介護認定を行

う際に実施することとされた、基本チェックリストに

ついてでありますが、相談受け付け時に、明らかに要

介護状態と判断される場合を除き、相談内容に応じて

心身の健康状態を確認するための基本チェックリスト

による質問項目チェックを実施いたします。その活用

により、新総合事業による多様なサービスを受けるこ

とができることから、要介護認定申請を制限するもの

ではないと認識しております。 

 次に、地産地消推進条例の制定についてお答えをい

たします。 

 市ではこれまで、地産地消推進のため検討会議の設

置や地産地消ふれあい給食、各種イベント事業におけ

るＰＲなどに取り組んできたところであり、地産地消

への意識醸成など一定の成果を上げてきていると認識

しております。 

 ご質問のありました地産地消推進条例の制定につき

ましては、市、生産者、事業者並びに市民の役割を明

確にし、地産地消の拡大につながる有効な手段の一つ

であると考えますことから、その制定に向けて検討を

進めてまいります。 

 次に、ＴＰＰ交渉についてお答えをいたします。 

 ＴＰＰの交渉問題についてでありますが、今般の通

常国会において、安倍首相が「交渉は出口が見えてき

た。早期の妥結を目指す」と施政方針演説で述べてい

るほか、マスメディアからも牛肉の関税引き下げや米

国産コメの輸入拡大等の報道がなされており、予断を

許さない状況であるものと認識しております。 

 また、関税撤廃を認めないとした衆参両院の農林水

産委員会における決議も踏まえ、地域経済や国民生活

に影響が生じると見込まれる場合には、交渉からの撤

退も含め断固たる姿勢で臨むべきであると考えており

ます。 

 市といたしましては、これまで全国市長会を通じ国

に対して「交渉内容に関する徹底した情報開示と明確

な説明を行い、国民的議論を尽くすとともに、国益を

守り、我が国の繁栄につながるよう交渉を進めるこ

と」を要望してきたところであり、今後におきまして

も市長会等を通じ、国に対して強く要請してまいりま

す。 

 次に、土地改良区の合併支援策についてお答えをい

たします。 

 本年10月を目標に定めている合併に係る支援につい

てでありますが、県北広域振興局等の関係機関と連携

し、計画どおりに合併できるよう支援してまいります。 

 また、合併後の支援につきましては、土地改良事業

導入に伴う受益者負担の軽減をはじめ、用排水路や農

道などの維持・保全、長寿命化などの取り組みを支援

してまいります。 

 次に、林業振興・森林整備についてお答えをいたし

ます。 

 当市周辺で計画されているバイオマス発電施設にお

ける木材の需要見込みについてでありますが、平成26

年４月に宮古市で5,800キロワットの施設が稼働した

ほか、野田村で１万1,500キロワット、一戸町で6,250

キロワット、八戸市で１万2,000キロワットの発電施

設が計画されていると捉えております。 

 これらの発電施設において使用する木質バイオマス

の必要量は、一般的な5,000キロワット級の発電施設

の場合、年間約９万トンの木質バイオマスが必要にな

るものと認識をいたしております。 

 なお、これまで利用が低調であった間伐材等が、木

質バイオマス発電施設及び熱供給施設の燃料として活

用されることは、林家所得の向上や森林整備意欲の向

上につながることが期待されますことから、無秩序な

伐採が進まないよう注視しながら、国庫補助事業の導

入による伐採跡地の適切な更新や除間伐などの森林整

備の推進に努め、地域林業の振興に取り組んでまいり

ます。 

 次に、中小企業振興策の策定についてお答えをいた

します。 

 小規模企業振興基本法に基づく振興策の策定につき

ましては、一昨日の政和会代表大沢議員にお答えいた

しましたとおり、これまで行ってきた取り組みを継続

するとともに、他市の状況を参考にしながら、当地域

の実状、特性に合った振興策の策定について検討進め

てまいります。 

 後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、梅ヶ丘団地ののり面の崩壊対策についてであ

りますが、先の清風会代表髙屋敷議員にお答えいたし

ましたとおり、崩落したのり面は宅地を造成するため
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に人工的につくられたものであり、個人が管理・対応

するべきものであると考えております。 

 市といたしましては、人命を守る観点から、今後も

パトロールを実施し、住民の安全確保に努めてまいり

たいと考えております。ご指摘のありました点につい

て問題意識は共有しておりますので、今後とも県、国

等関係機関と協議を進めてまいりたいというふうに考

えております。 

 次に、市民協働道路維持補修事業についてでありま

すが、この事業は、地域の課題について地域住民と市

の協働により住民同士のきずなを深め助け合いながら、

道路環境と地域活力の向上を図ることを目的に、平成

18年度から実施してまいりました。 

 平成27年度からは、さらに身近で地域に密着した位

置指定道路、みなし道路も対象に加え、生活環境のさ

らなる改善に努めることとしているところであります。 

 なお、今後、さらに要望が高まり事業拡大の必要が

生じた場合には、その対応のあり方などについて検討

してまいります。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員の教育行政についてのご質問にお答え

をいたします。 

 初に、就学援助の費目の拡大についてであります

が、平成27年度からＰＴＡ会費を支給費目に追加する

予定であります。 

 なお、生徒会費とクラブ活動費につきましては、他

市町村の動向を見ながら検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、市立公民館の目的・使命についてであります

が、公民館は社会教育法に基づき、日常生活に即した

教育、学術、文化に関する各種事業を行い、住民の教

養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化

の振興と社会福祉の増進に寄与することを目的に設置

されたものであり、社会の変化と地域課題に対応する

人づくり、地域づくりを進める拠点施設であります。 

 また、公民館は住民の生涯学習を保障する施設であ

るとともに、まちづくり協議会等の地域コミュニティ

の活動拠点という役割を担っているものと認識してい

るところであり、今後とも住民との協働による公民館

の運営に努めてまいる考えであります。 

 次に、総合運動公園整備基本構想についてでありま

すが、一昨日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、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

等を進めてまいります。 

 なお、候補地につきましては、これまで行ってきた

調査結果の内容も踏まえながら、基本構想を策定した

いと考えております。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を許しま

す。16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  再質問いたします。 

 まず 初に、市長公約についてでありますが、防災

公園や国体等の見直しを含めて、今年度の第３子保育

料の無料化等、答弁をいただきました。 

 そこで、私は思うんですが、きのう来出てますけど

も、いわゆる市長は市民との協働作業、それをやって

いくためには時間も金も必要だということを言われま

した。確かにそのとおりだと思います。その過程を大

事にしないと、いわゆる民主主義や住民自治が担保さ

れないということになりますので、このいわゆる協働

作業を重視をしながら、まだ１年目ですから成果を確

実に上げることは期待しますが、焦らずに確実にお願

いしたいということを申し上げておきます。 

 次に、人口減少社会への対応の問題ですが、社会的、

経済的、個人的要因と言われましたけども、結局戦後

のずっと一極集中が是正されないで来ているんですよ。

これはやっぱり戦後政治のそういうゆがみを生じさせ

た、まさに国の政治の大きな原因があると思うんです

ね。そこのところを踏まえて原因を定めないと、少々

も出てこないわけですから。 

 極端な言い方すれば、私どこかの地域の審議会でも

言ったんですけども、東京のまねをしたらだめだと。

やっぱり都会のまねすれば本物の都会のほうがいいわ

けですから、そういう都会のまねをするのじゃなしに、

やっぱり田舎志向、本物の田舎、そこを大事にして地

域資源を再発見等してやっていくのが大事だという話

したんですが、そういう原因を踏まえた対応が必要だ
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というふうに思うんです。その点いかがでしょう。 

 それからもう一つ、これは内閣府の調査でもあるん

ですが、人口がふえた地方の市町村の共通したのは、

若者への住環境の整備、若者向けの住宅の整備とか家

賃助成とか、それから子育ての支援、３番目には安定

した雇用の場の確保、これが共通して出されているん

ですね。やっぱり、その点は市としても教訓として踏

まえていくべきではないかと思うんですが、まずお聞

かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  地方の人口減少がとまらない

と、若者の都会流出がとまらないと、原因はさまざま

あると思っております。 

 私も市長就任以来、中学生、高校生との意見交換も

行ってまいりましたが、「地元に残りますか」と生徒

さん方に聞いて意見が分かれます。「もう外に出るこ

とに決めています」という中学生もおられました。

「いや、久慈はいいところです。ぜひ地元で残ってし

っかり生活していきたい」という若者もございます。

これはもう個人の価値観にもかかわる問題だと思って

おりますが。 

 久慈市におきましては大震災をきっかけにしてであ

りますけども、ＮＨＫの「あまちゃん」、これにより

まして多くの方に全国から来ていただいて、久慈市の

良さを語っていただいております。そういったものを

通じて久慈市の良さを市民の皆さんも再認識をしてい

ると思っております。久慈はいいところであると、人

が優しくて住みやすい町だという話を、東京あるいは

関西方面から来た方から繰り返し私もお聞きしており

ます。 

 そういう意味で、今全国的には若者の地方志向が従

来に増して強くなっているというふうな心強いデータ

も示されておりますので、今後におきましては久慈市、

この久慈の良さをもっともっと育てアピールをして、

そのためにも全国に対する情報戦略、ＰＲ活動をもっ

ともっと力を入れていかなければいけないと思ってお

ります。 

 そして、この久慈市にＩターン、Ｊターン、Ｋター

ン、そういうふうな声が聞こえた際には、積極的にし

っかりとした受け入れ体制をとっていく、こういった

ものをあわせて進めることによりまして、久慈市も少

子化対策、かなり効果を上げることができるんじゃな

いかなというふうに思っております。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  今の問題で、もう一つお尋

ねいたします。新年度予算案に移住定住促進事業費補

助ありますね。これは購入の場合に50万円の補助、リ

ニューアルは２分の１、10万円補助、家賃は月１万円

で１年間助成すると、これ自体は非常に結構なことだ

と思います。 

 同時に、いわゆる住宅の売り買いとなると、相続関

係が生じてなかなか難しい面があるんですね。そこで、

これは検討してほしいんですが。いわゆる一定期間借

り上げて、５年とか10年のスパンで借り上げて、そう

いうリフォーム助成、これ10万円のようですけども、

今後の動向見ながらリフォームの助成を10万円を30万

とか50万にふやして、そうすると利用が広がる可能性

があると思うんです、相続が絡むわけじゃないですか

ら。その点をぜひ検討してほしいんですが、いかがで

しょう。 

○副議長（下舘祥二君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただいまＵターンと

かＩターン、移住促進の関係でそういった補助金を今

度新年度予算案に計上させていくということにしてお

ります。ただいま議員おっしゃいましたとおり、相続

されてない建物とかそういったものもあります。 

 今回そういったリフォームにつきましても10万円と

いう形での計画をさせていただいておりますけども、

その点につきましてはやはり 小の段階だというふう

に捉えておりますし、そういった制度につきましては

状況を見ながら、どういった形がいいのかというのは

いろいろ研究・検討しながら進めていくものだと思っ

ておりますし、そのように考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  医師確保について、久慈病

院の。この市町村の医師養成事業、久慈市でも2,000

数百万円ずつ予算計上してきてると思うんです。そこ

で、これまでのいわゆる助成事業に対しての市の投資

額といいますか累積どれぐらいになって、そしてこの

制度での地域への医師の配置はどうなっているのか、

まずお聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  市町村の医師養成事
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業でございます。これにつきましては、毎年約270万

円ほどの拠出を行っております。これまでの実績でご

ざいますが、県レベルでは平成16年度から始まりまし

て、現在で89名という実績になっております。 

 ただ、しかし当地域への実績はまだないところでは

ございますが、岩手医科大学の定員も平成19年には80

名でございました。現在は地域枠の拡大等から130名

となっております。これからだんだんに卒業生もふえ

てきますので、これから岩手県あるいは国保連等とも

相談をしながら、当地域への医師配置がなされるよう

に努力してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  今答弁いただきましたけど

も、これは県の資料で平成23年度10月時点の見ると、

これ見込み含んでですが、市町村医師養成事業では今

年度は４名、医療局関係では５名、合わせて９名が助

成事業による医師が出る見通し、見通しのとおりなっ

ているかどうかわかんないですが。 

 それから、28年度は市町村からの事業で13名、医療

局関係の助成で25名、それから28年度は県医師会の関

係で10名、来年度は50名近い医師が出ると、見通しも

含めてだが実数かどうか定かでないんですが。そうす

ると、かなり私は期待できるんではないかと思って実

は来たんです。残念ながらなってない。 

 来年、28年度を見ると、一定の人数が出ると思うん

ですね。そういう点ではこれも視野に入れて、やはり

手段を選ばないと言えば、ちょっと語弊がありますが、

あらゆる手を尽くして久慈病院の医師確保をやっぱり

大重要課題として取り組んで、来年度、再年度のチ

ャンスを確実なものにするということが大事だと思う

んですが、お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  医師確保につきましては、こ

れから地域枠を使って大学を終わる学生さん、お医者

さんがふえていくと、見込みであると、久慈病院につ

いてもそういった枠拡大に伴っての医師の増員も見込

めるだろうというふうに、久慈病院の院長先生からも

お話をお伺いしておりますが。 

 私としては、これまでの久慈市の取り組み、県に対

して配置要求をすると、増員要求をするというふうな

部分に力を置いてきたというふうに考えておりました。

やはり実際に久慈地域、久慈市に医師を具体的に確保

するためには、もっともっと積極的に動く必要がある

と考えておりまして、今般、新年度に医師確保対策監

のポストをつくって情報収集も図ってまいりたいと思

っております。 

 久慈市関連、久慈市出身あるいは久慈市の子供さん

の配偶者がお医者さんをしてるという方も、かなりの

数に上るというふうに私自身捉えておりますので、そ

ういったものをリストもしっかりつくって、普段から

恒常的に意見交換、接触をすることが必要だと思って

おります。 

 ご本人のみならず、そういったお医者さんはまた医

者の情報、人脈があるはずですので、そういったもの

をぜひ久慈に向けていただく、そのためには何か事が

あったときに公募をかけると、どうしましょうかとい

うことではなくて、恒常的に機会を見つけて接触を図

っていくというふうな努力が必要だと思っております。 

 現実には、実際に医学部の在学生が久慈出身の方も

何名かいらっしゃいますので、こういった方に地元か

ら熱いエールを送って、みんなで待っていると、ぜひ

というふうな活動を普段から継続して行っていくこと

によって、具体的な医師確保につなげなければいけな

いと思っております。 

 久慈病院の医師確保も、県立病院の岩手県の仕事で

はないと思っておりました。一緒に久慈市が取り組む

と、そういう真摯な姿勢が必要だというふうに考えて

おります。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  次に、介護保険制度。市長

答弁で、いわゆる認定申請を侵すものではないという

ことで答弁をいただきました。そこで確認ですが、25

項目の基本チェック、これは専門的知識を置いた人が

やるという理解でよろしいですか。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  基本チェックリスト

の内容でございますが、25項目でございますが、内容

は極めて簡単な質問項目でございまして癩癩 

    〔「専門家がやるのかどうか」と呼ぶ者あ

り〕 

○健康福祉部長（和野一彦君）  保健師とか、それか

ら包括支援センターの職員が当たるということになろ

うかと思います。 
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 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  この点では、チェック項目

は否定するのではないけども、やっぱりきちんと資格

を持った人がやると。実はさっき言いましたように、

厚労省はこの段階で２人に１人はふるいにかけて落と

そうとしているんですよ。ですから、やる場合でも専

門家がきちんと対応するということ。それから、その

計画を踏んだ段階での本人及び家族が要望すれば、認

定申請はできるんだということを確約してください。

いいですか。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  このチェックリスト

によりまして、身体機能や健康状態を把握して、その

方が予防事業が必要かどうか判断して、必要な支援に

つなげていこうとするものでございますが、このチェ

ックを受けることによって要介護申請を制限するもの

ではございませんということでございますのでご了承

願います。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  地産地消推進条例制定に向

けて検討したいと。これは内容的には当局もおやりに

なっているし、私も議会でもたびたび推進を求めてき

たところであります。そういう点では、当局も検討す

るということですので、議会としても、私どもとして

も、いろんな角度で努力をしたいと思いますので、こ

れはぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 ＴＰＰ問題についても答弁をいただきました。ぜひ、

国会決議が尊重されるように、もしそうでなければ撤

退すべきという答弁をいただいた立場で、ぜひお願い

したいというふうに思います。 

 林業振興、森林整備について、るる答弁いただきま

した。そこで、隣の野田村や八戸等々であるわけです

が、野田村等を含めて、雇用の拡大、その工場での雇

用もふえると思うんですが、林業現場での雇用の拡大

もかなり期待できると思うんですが、どの程度の雇用

拡大、見込みで結構ですから、あったら教えてくださ

い。 

○副議長（下舘祥二君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  雇用の拡大、人数と

いうことでございますけれども、具体的な数字等につ

いては、目標といいますか、今段階できちんとつくっ

ているわけではございませんが、いずれ林業に従事す

る方々、こういった間伐材等の需要が出てきますと、

おのずと雇用の創出が出てくるということでございま

すので、数値的には申し上げられませんが、大変非常

に期待をしているというふうなことでご理解いただけ

ればと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  それでは教育行政について。 

 ＰＴＡ会費については新年度からやりたいというこ

とですが、クラブ活動費、小・中、生徒会費、小・中、

それぞれ実施をするとすれば、どれぐらいの財源が必

要ということになりますか、お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  事業補助の費目を追加し

た場合ということでございますけれども、小学校児童

会費でございますけれども、およそ50万円程度になる

かと思います。 

 また、小学校につきましてはクラブ活動費はござい

ません。中学校でございます。生徒会費につきまして

中学校であれば83万円程度になると思います。クラブ

活動費、中学校の場合200万円程度、全体で300万円か

ら350万円程度の増になるものと考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  今、答弁いただきましたよ

うに、あと50万円プラス80万円ですか。それぐらいで

できるとすれば、教育長、先ほど言ったように33自治

体のうち23では既に実施をしているわけです。当久慈

市としてもＰＴＡ会費の接助に加えてさらに実現方に

向けて当局と強力に、強力ということでもない金額で

すよ。いかがですか。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  先ほども教育長のほうか

ら答弁いたしましたけれども、これら二つの費目につ

きましても他市の状況等を見ながら関係課等と協議し

てまいりたいと思っております。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  これにかかわって中学生の

就学援助の支給時期の問題。小学生だとご家庭の申請

に基づいて調査が必要だということですから、にわか

に大変だと思うんですが、中学生の入学の場合にいろ

いろ、中学校に行くための費用がかかると思うんです。

その際にわかるわけですから、早い時期に、例えば３
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月段階で支給するという方法はとられないんですか。

中学生の場合です、中学入学に伴っての援助費の支給

を早めるというのでいかがですか。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  現在、支給につきまして

は年３回、７月、12月、３月で行っているところでご

ざいます。 

 確かに小学校から中学校となりますと、持ち上がり

という形にはなるところである程度の状況を把握でき

ることだと思いますが、毎年度新たに申請はしていた

だいて、所得調査等を行うものでございますので、や

はり確定申告の結果等をとらえてからの決定となりま

すので、この時期になるものと考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  実は、今のでは隣の青森で

は既に中学生の場合、中学入学に伴っては実施をして

いるんです。ぜひそれらも参考にして検討していただ

きたいと思います。 

 それから、総合運動公園構想です。いわゆる構想を

お願いするということになると思うんですが、事業費

規模とか、まるっきり白紙、いいものを予算に糸目は

つけないから立派なものを構想をつくってくれという

ことではないでしょ。一定のやっぱりこれくらいの財

源で、これくらいの面積というようなお考えはお持ち

になっていると思うんですが、その点はいかがですか。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  確かに改めて総合運動公

園として再度検討するということでございます。かと

いって、財源に糸目はつかない、そういうたぐいでは

当然ないものと思いますが。一昨日も申し上げました

とおり、市民からあるいは関係団体等からやはりご意

見を伺いながら、その中から足していったり、引いて

いったりしながらつくっていきたいと考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  今の問題で、構想自体はい

つごろまでを想定しているのか。お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  構想の委託自体は新年度

の予算ということになりますけれども、これにつきま

しても委託事業を進めながら、その過程、過程でも関

係団体等と協議をしてまいりたいと思います。 

 できれば、今年度内に、年内にでも、ある程度のめ

どがつければなと考えているところでございます。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  わかりました。それでは、

ちょっと時間があれですけど戻って、中小企業の振興

策の問題についてお尋ねをいたします。 

 これにかかわって 近お聞きしたことないんですが、

いわゆる市が発注する、公共のいわゆる消耗品から土

木まであるわけですが、総体としての市の発注する地

元業者への発注率の動向はどうなっていますか。それ

とも地元発注の率が向上していますか。その点はどう

でしょう。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  今、小規模工事等の契約

のことだと思うんですけれども。伸びているか伸びて

ないかということでございますけれども、今、手元に

数字を持ち合わせておりませんので、ご了承願いしま

す。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  小野寺議員の質問に関連して

何点かお聞かせください。 

 第１点目は、土木行政の①の梅ヶ丘団地ののり面の

崩壊についてであります。 

 梅が丘団地に今何世帯あって、あの団地がいつ開発

されたのか、教えてください。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  梅ヶ丘団地のおよその世帯

数でございますが、約80世帯ぐらい今あるのではない

かというふうに思っております。 

 それから、整備されたところですけれども、昭和47

年当時ではないかと思っております。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  極めて不正確な数字です。80

世帯というのもちょっと少なすぎますし、昭和47年と

いうのは全く違うんです。実は昭和45年にここを買っ

ている人がいます。開発はたしか昭和40年ごろじゃな

いですか、始まったのは。 

 都市計画法という法律があります、開発に関する。

これができたのが、実は昭和43年６月15日なんです。

私は前から指摘申し上げてきたんですが、あそこの民

地開発は、あそこはもともとリンゴ園でしたから、リ

ンゴ園を造成をして宅地にした場所です。昭和40年に

開発したとしますと、もう50年目になっているんです。
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そしてこの間、今言ったように家が建って、もう100

世帯近く入っております。 

 50年近く経った中で、３年半前のあの台風15号での

り面が崩壊ありました。その間なかったんです。いろ

んな災害、台風があっても。ただ、あの団地の後ろ側、

西側っていいますか、あののり面がいわゆる流し水と

か、排水流していた経緯があったんですが、その結果、

崩壊したんです。その崩壊した箇所については、県は

県の予算でつくりました。つくったんです。 

 だから、あの団地内でこっちののり面は県がちゃん

と査定をしてつくった。しかし、今回の台風15号につ

いては民地だからやらないということ。先ほどの答弁

の中で、公共物じゃないから、災害査定も入ってない

し、初めから行政の中に入っていないということが明

確になりました。 

 なぜ県が裏の西側に面した面を、あれ高さ40メート

ルぐらいあるんです。そしてあそこは田面川という川

が下を流れている。そこののり面をすべて県の予算で

のり面崩壊を復旧したんです。だから、理屈が成り立

たないんです。あそこだって民地開発の民地なんです。

こっちの住宅が建っているほうのちょっとしたのり面

崩壊が民地だから災害でないというとらまえ方は、ち

ょっと私はきょうの答弁を聞いても納得いかない。な

ぜ、そういう区別がされるのですか。お聞かせくださ

い。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  梅ヶ丘の西側のほうでござ

いますけれども、そちらのほうは砂防のほうでやった

と思います。これは災害の負担法、これの中で河川が

対象になっております。河川があふれたり、土砂流出

等をいたしますと、家屋等、それから下流にあります

施設等に被害が及ぶということで災害復旧等を行って

いるものと思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  現場を知らない方がそういう

答弁をするんですが、確かに田面川という川があって、

一定程度ふさぎました。あそこには砂防がいっぱいあ

ります。河川とのかかわりがあったから民地でもやっ

たんだという、今答弁でしょ。 

 それじゃあ、本当に何かが加わればひっかけること

ができるということが、公の事由の中に見えてくるん

ですけれども、今回河川がかかわったから西側は砂防

でやったんだという答弁ですけど、まさにあれだって、

あれを見たら人災、私は現場を見てわかっていますか

ら、生活排水流したり、雨水排水流してるんです。し

かし、それは県がそこを目をつぶってやった経緯があ

るんです。 

 だから、ぜひこの点は同じあそこ梅が丘団地の開発

の中で、片方は今言った河川の関係で砂防でやった。

しかし、こっちはできないんだということについて私

は納得いきませんので、ぜひこれは検討していただき

たい。 

 ここに地図あります。実はここに市道があるんです、

３本くらい。先ほど、髙屋敷議員が言った貯水場に行

く路線は前々からの市道です。しかし、この市が認定

した勾配が45度までいかないけど物すごい急な坂があ

るんです。ここも市道になっているんです。あなた方

が市道にしているんです。 

 私がさっき言ったように、50年前に開発された民地

開発が50年間、いわゆる都市計画法ができてからもう

40、50、さっき言ったように43年ですから、同じ経っ

ているんですけど。この民地にどこに問題があるかと

いうことについて、この民間開発者に市が行政指導し

たことがありますか、ここが悪いとかって。 

 例えば、市道になったところも急な坂なんです。そ

の他に枝線が４メートルあるんだけれども、土木にも

っていくと形が悪いとか、このままでは市道にできな

いって指摘されるんです。しかし、あなた方は行政と

して、いわゆる開発行為という法律がある前に開発し

た住宅地について、行政として都市計画法に基づいて

指導した経緯がありますか。お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまのり面崩壊の対策

等の関係で、いろいろご指摘をいただきました。この

問題については何年も繰り返しご指摘をいただいてき

ておりまして、先ほど市長からご答弁申し上げました

とおり、問題意識は共有しているんだということでお

答えしているところでございまして、先ほどの市長の

答弁を受けまして、私ども事務方はどのようなことが

できるのか、これを新たな角度からいろいろと今後検

討して、また国・県とも相談してみたいというように

考えておりますので、ご了解いただきたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 
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○17番（城内仲悦君）  副市長から前向きな答弁いた

だきまして本当にありがとうございました。 

 私たちは今回、団長の質問の中でいわゆる人命、人

権を大事にしてほしいと、こういう観点に立って、ぜ

ひ対応してほしいということで今回質問しました。市

長は先ほどの髙屋敷議員の質問に対しても、生命と財

産を守ることは市の使命なんだということを答弁いた

だきました。極めて大事なことです。私はそして、こ

の災害で幸いよかったのは人命が失われていないこと

です。もし、この災害で人命が失われていたら、公と

か民とかいう場合じゃないでしょ。たまたまのり面が

崩壊して道路がふさがっただけで終わったから、そう

いう対応をしたと思うんです。しかし、これが人命を

失ったら私はそういう対応はしなかったと思うんです。

そういった意味では、いわゆる人柱が立ってから物事

を行政が動くんだけど、そういう人命が失われたから

動くんじゃなくて、可能性としてあったわけだから、

ぜひお願いしたいと思います。 

 しかも、こののり面崩壊した下に、普代の方ですけ

ど家を建ててるんです。見ればわかりますが、その方

は息子さんたちを住ませたくても住ませられない状況

なんです。せいぜい夏の盆の花火大会で一家で見るぐ

らいで、救急車も来ない、消防自動車も来れないとな

っている状況の中で住めないって言っているんです。

まさに家を建てたが住めない状況を放置していいのか

ということについても、私はあわせて解決のための検

討をしていただきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 なお、今、私どもとしては国会議員にも現地視察を

要請しました。日程が決まれば来るかと思いますので、

そのときは市も対応していただきたいと思いますし、

ひとつよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 次に、７番目の土地改良区の合併支援策について。

市長答弁では受益者負担軽減のためにも支援したいと

今答弁ありました。実は暮れの12月25日に久慈市、そ

れから夏井土地改良区統合整備推進協議会というのが

ありまして、そこで土地改良区役員とそれから理事長、

さらに県の農村整備室が加わって市長に会って要請い

たしました。 

 私は農地の整備の手法はいろいろあるかと思います

が、大川目地区は土地改良法に基づいて土地改良区が

かかわってずっとやってきました。今やっている宇部

地域についてはその地域の団体がかかわってつくって

いると。そうしますと、土地改良区は改良区という組

織からすれば、いわゆる事務局を構成しなきゃならな

いです。そこには人件費が発生します。そうすると、

いわゆる農家負担が10アール、今、久慈市で言うと

2,000円です。夏井でいうと2,700円です。ところが宇

部の場合は土地改良区がないものですから、県営でつ

くった全ての施設等全て久慈市に来るわけです。そう

すると久慈市が事務方を設置して、農政課の中に事務

局を置いてやるようになる。そのことよって宇部地域

では賦課金が発生しないんです。その差が私はあると

思っているんです。 

 そういった意味で、今回、私も１人の理事として幹

事会、20回近くなりますけれども無報酬で私は幹事を

やっています。それはお金がないからです。なくとも、

しかし、そこでは奉仕の精神もありますから、みんな

でいい方向にもっていこうということで頑張ってきま

した。今、５月15日に調印式をやって10月に合併とい

うことになって、そういう方向です。 

 そういった中で、やはり農家が今、米がどんどん政

府の政策で安くなってきている。米を暴落させないぞ

という状況の中で水田を守っていく、どうするかって

いったときに、非常に大事なんです。土地改良区がな

くなったら水田守れないです。そういった意味で、私

は今回の夏井と久慈市の合併というのは、まさに農家

が本当に高齢化、疲弊する中で、しかし、農地をどう

やって守っていくか。あるいは、いわゆる集落営農す

るっていったって、適切な農地をその人たちに渡すっ

て言ったって、やっぱり改良区があって、そういう保

全を図っていかなきゃならない。そういった役目を果

たしてきていると思うんです。 

 そういった意味で、本当にこれ以上農家負担をふや

すことができない中で、ぜひ合併の10月以降について、

暁には一定の事務負担についてこれはぜひご検討いた

だきたいし、先ほどの答弁の中で受益者負担の軽減を

図りたいというふうな答弁がありましたが、そういっ

た検討をなされてきたかと思うんですが、それに向け

てのご検討あるいはまた、この12月25日に陳情書を出

した中で、今度の予算確定の中でどの辺まで市長は考

えていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 
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○市長（遠藤譲一君）  土地改良区の果たす役割の重

要性については私も認識しております。今回、久慈と

夏井の土地改良区合併の動きというものは非常に歓迎

すべき事態だと思っております。 

 そもそも昨年の米価下落に象徴されるように、今、

米づくりの将来が見通しが立たないというふうに言わ

れておりまして、これはまさに国策にかかわる事態だ

と思っております。今の土地改良区の経営が厳しい、

それは農家の減少、担い手不足、規模が縮小していっ

ている。これは久慈市のみならず全国の地方が同じよ

うな状況に置かれていると思っております。 

 久慈市といたしましても、土地改良区の支援はしっ

かりと行っていきたいとは思っておりますが、一方で

はやはり久慈市の財源問題ございます。行財政組織の

スリム化を含めて絞れるところはしっかり絞っていこ

うと。財源をいかに確保するかということをやってお

りますが、そういう意味では土地改良区の役員の皆様

にも状況はご理解いただいた上で、久慈市とどういう

ふうに協力の結果、こちらからもぜひ意見交換の場を

これからも持たせていただきたいと思っております。 

 これについても、しっかりと十分なご支援をしたい

のはやまやまではあるんですが、なかなかそうもいか

ない。さまざまな市民のご希望、需要がある中でこの

限られた財源をどう配分するかというふうな問題も絡

んでまいりますので、そういったこちらの事情も斟酌

いただければと思います。これからもぜひそういう観

点でよろしくお願いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  ありがとうございました。い

ずれ今、改良区が合併しますと３人の事務職員がいる

わけです。その３人分全部人件費いただきたいという

意味でなくて、一定程度の今言ったように話し合いを

しながら支援いただければ、改良区としても元気にや

っていけるという状況がありますので、ぜひそういっ

た点では、今答弁あったように、意見交換の場を年に

１回じゃなくて数回でもいいですからやりながら、ぜ

ひ農地を守り、やはりこの地域の水田農業を守ってい

くために、本当に土地改良区が果たす役割は大きいも

のですから、ぜひご支援をいただきたいというふうに

思いますので、その点はよろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

 以上で終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、社会民主党、梶谷武由君。 

    〔社会民主党梶谷武由君登壇〕 

○１番（梶谷武由君）  社会民主党の梶谷武由です。

東日本大震災から昨日で満４年になりました。改めて

震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げま

す。また、被害を受けられた皆様方に心からお見舞い

を申し上げます。 

 それでは、通告に従って当面する諸課題について質

問をいたします。 

 平成27年度の予算編成は、市長が就任して初めての

本格的予算編成となるわけですが、本年度の重点施策

についてお伺いいたします。 

 次の質問は教育委員会制度についての質問です。 

 現行の教育委員会制度は、教育行政の安定性や政治

的中立性の確保を図るために首長から独立した合議制

の機関として創設され、およそ60年にわたってこの制

度が維持されてきました。これまで教育委員長は教育

委員の互選によって決定されてきたわけですが、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律、いわゆる地教

行法が改正され、ことし４月以降、教育委員長と教育

長を一本化し、新たな責任者として教育長が置かれる

ことになりました。 

 質問の第１点目は新制度についての市長の所見をお

伺いいたします。２点目は教育長任命に当たっての考

え方、３点目は教育行政の執行に当たっての個人的判

断や特定の党派的影響からの中立性を確保することが

必要と考えます。任命に当たってどのようにして中立

性を確保しようとするのか、その考えについてお伺い

いたします。 

 教育長の任期が３年、市長の任期が４年であり、市

長と教育長の任期が一致しません。市長が交代したと

き教育長が任期の途中のこともあり得るわけですが、

その場合に教育長を任期途中であっても解任が可能で

あるか、お伺いいたします。 

 次は、公共施設等の総合管理計画についての質問で

す。 

 公共施設等の老朽化対策が全国的に大きな課題とな

っていて、国では人口減少や地方公共団体の厳しい財

政状況等を踏まえ、長期的視点に立って、更新、統廃

合、長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負
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担の軽減、平準化、公共施設等の 適な配置が必要だ

としております。久慈市の市政改革プログラムの公共

施設の管理運営の適正化の取り組み目標では、平成26

年度に公共施設等総合管理計画を策定する予定となっ

ていますが、その策定状況についてお伺いいたします。 

 また、この計画を2016年度までに策定すると国の財

政支援が受けられることになっていますが、住民生活

に直結した公民館や学校の統廃合などは地域住民やＰ

ＴＡなどの意向を尊重すべきであり、計画そのものが

おくれる可能性が大きいと思います。計画策定がおく

れた場合の財政支援はどのようになるのか、お伺いい

たします。 

 次の質問は市政懇談会等についてですが、市政懇談

会や市長への手紙あるいはふれあいトーク等で意見や

要望などが市政全般にわたってたくさん出されたと思

います。意見や要望、提言の主なものにはどのような

ものがあるか。また、出された意見や要望を市政にど

のように反映させたか、お伺いいたします。 

 次の質問は保育園の待機児童解消についての質問で

す。 

 子育てをしている世帯にとって子育て環境の充実は

切実な問題であると考えます。仕事の関係などで久慈

市に転入してきたとき、保育園にすぐ入れるだろうか、

あるいは育児休業が終了して仕事に復帰したい場合は

どうかなど、該当する家庭にとっては大きな問題だと

考えます。また、核家族化や地域のつながりの希薄化

などによって子育てに不安や孤立感を覚える家庭も少

なくないと聞きます。 

 このような中で保育園の果たす役割は大きなものが

あるといえます。仕事と子育てを両立させるためには

保育園の充実も欠かせません。自宅近くあるいは職場

近くに保育園があって、その保育園に入所できればよ

いわけですが、市中心部にある保育園への入所がしに

くいという声を聞きます。市中心部における保育園の

入所児童数及び待機児童数について、お伺いします。 

 また、市中心部の保育園の待機児童の解消策につい

て、お伺いいたします。 

 次の質問は林業構造改善事業いわゆる森のトレーの

債権回収についての問題です。 

 この問題はいわて森のトレー生産協同組合が国・県

の補助金を受けて、木製トレーを生産する事業を開始

したが、不良品の続出や販売不振等により事業中断に

追い込まれ、その結果、会計検査院から補助の目的を

達していないとして補助金返還命令を受けた事案です。 

 森のトレー生産協同組合は、事業中断に追い込まれ

た理由は木製トレーを製造する機械に不具合があると

して、機械を製作・納入したトリニティー工業株式会

社を相手に損害賠償を起こしたわけですが、判決は組

合の請求が退けられ全面敗訴となりました。組合は損

害賠償金を得ることができなかったため、補助金も行

わないまま現在に至っていますが、補助金返還義務は

森のトレー生産協同組合にあるわけです。これまでも

債権回収に向けて取り組んできたわけですけれども、

これまで回収は全く進んでいません。次の３点につい

てお伺いいたします。 

 １点目は、これまでの生産協同組合の対応状況はど

うであったか。２点目は、債権回収に向け組合の破産

申し立てを行うために今議会に予算を提案しています

が、破産申し立てに向けた準備状況について。３点目

は、破産申し立てが認められても財産がなければ債権

回収が困難と考えられますが、債権回収に向けた他の

手だてが考えられるか、あればその方法について。４

点目は、破産申し立ての手続を行うに当たって県とも

協議を行いながら進めていると思いますが、県の支援

があるか、あればその支援策についてお伺いします。 

 次の質問は中心市街地活性化事業についてです。 

 この事業は久慈駅前付近の整備を行い、やませ土風

館との連携で中心市街地のにぎわいを取り戻して活性

化を図ろうとするもので、久慈市の将来30年先、50年

先を見据えながら考えていく必要があると市民の声を

聞くために、アンケートの実施や該当地区町内会や商

店街の方々との話し合いを進めているわけですが、事

業実施に向けた計画の進捗状況はどのようになってい

るか。また、計画は市民や商店街等の意向を尊重しな

がら慎重につくるべきと考えますが、計画の策定をい

つごろまでに行う予定かお伺いします。 

 後の質問は総合運動公園構想について、教育長に

お伺いいたします。 

 これまでの議会の中で新野球場建設を考えるとき、

野球以外のスポーツも考慮に入れながら総合運動公園

として考えたいと説明してきましたが、総合運動公園

構想の具体的内容についてお伺いいたします。 

 現在の野球場は浄化センターの敷地を借用しての仮

設球場であるわけですが、浄化センターの工事も予定



－129－ 

されており、新球場ができるまでの間、野球場として

使えない期間が生じるのではないかと考えられます。

野球場のない期間が生じた場合の対応策についてお伺

いし、登壇しての質問を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  社会民主党、梶谷武由議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に平成27年度重点施策の主なものについてお答

えをいたします。 

 まず、東日本大震災からの復興につきましては、１

日でも早い復興をなし遂げるべく避難道路の早期全線

開通、津波避難タワーの早期完成のほか、久慈市復興

計画に掲げる各プロジェクトの着実な推進を図ってま

いります。 

 次に、来年度は旧久慈市と旧山形村が合併し10周年

を迎えますことから、市民の皆様とともに記念式典、

記念行事を開催し、さらなる一体化の醸成に努めてま

いります。また、人口減少問題につきましては、新卒

者雇用奨励金交付事業実施など、雇用、所得環境の改

善、結婚支援推進事業や第３子以降保育料無料化、学

びのサポート学習塾事業実施など、結婚・出産・子育

て・教育環境の整備充実、Ｋターン若者雇用拡大奨励

金交付事業によるＩターン・Ｕターン促進など、各施

策の相互連携を積極的に図ってまいります。 

 次に、教育委員会制度についてお答えをいたします。 

 まず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

改正に伴う新制度についての所見でありますが、大き

くは教育委員長と教育長が一本化された新教育長の設

置によりまして、教育行政における責任体制が明確化

されることとなったところであります。さらに首長が

招集する総合教育会議を設置し、教育行政の大綱の策

定にかかる協議等を行うものであり、その上で教育委

員会については合議制の執行機関として維持され、そ

の職務権限に変更はないものと理解しております。 

 また、所掌する事項に関する 終的な執行権限は教

育委員会に留保されるものであります。したがいまし

て、新制度においても教育委員会が教育水準の維持向

上や、地域の実情に応じた教育の振興に向けて、これ

まで担ってきた役割を引き続き果たすことができるよ

う適切に対応してまいります。 

 次に、教育長の任命に当たっての考え方についてで

ありますが、このたびの制度改正では教育委員会を代

表する委員長と事務の統括である教育長を一本化した

新たな教育長を置くことにより、教育行政の第一義的

な責任者を明確化することとなっております。 

 教育長の任命に当たりましては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律におきまして人格が高潔で、

教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公

共団体の長が議会の同意を得て任命するとされており

ますことから、法の趣旨に基づき任命してまいります。 

 次に、教育の中立性の確保についてでありますが、

新たな制度は地方行政における責任の明確化や迅速な

危機管理体制の構築、首長と教育委員会との連携強化

を図るものであると認識しております。しかし、教育

の政治的中立性・継続性・安定性の確保の重要性に鑑

み、教育委員会は合議制の執行機関として維持され、

教育委員会の職務権限は変更されず、 終的な決定権

限は教育委員会に留保されていることから、引き続き

教育の政治的中立性が図られるものと考えております。 

 次に、教育長の任期途中の解任についてであります

が、新たな教育長の任期は３年となっており、首長の

任期４年より１年短くすることで、首長の任期中、少

なくとも１回は教育長を任命をすることとなります。

なお、法律上、新教育長の罷免要件につきましては現

行の教育委員や他の行政委員会の委員と同様に、心身

の故障がある場合や職務上の義務違反、その他教育長

たるにふさわしくない非行がある場合に限定されてお

り、罷免する場合は議会の同意を得ることとされてお

りますので、市長の交代のみを理由に任期途中での罷

免はできないものと考えております。 

 次に、公共施設等総合管理計画についてお答えをい

たします。 

 まず、当該計画の策定状況についてでありますが、

昨年４月に国から示された策定指針に沿った計画とす

べく同８月に業務委託契約を締結し、現在策定事務を

執り進めているところであり、今年度内に完成する見

込みであります。 

 なお、今年度策定する計画は、国の指針により計画

に記載すべき事項として示された３項目、公共施設の

現況及び将来の見通し、公共施設等の総合的かつ計画

的な管理に関する基本的な方針、施設累計ごとの管理

に関する基本的な方針、この三つを網羅したいわゆる

基本計画となるものであり、来年度はこの基本計画及
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び財政状況や人口動態との将来推計をベースとして、

市民の皆様のご意見もお伺いしながら個別施設計画を

策定してまいります。 

 次に、計画策定にかかる財政支援についてでありま

すが、当該計画の策定に要する経費につきましては、

平成28年度まで、特別交付税措置が講じられることと

されており、当市の場合は、先ほどお答えいたしまし

た本年度分の、いわゆる基本計画策定に対し、交付税

措置がなされることとなっており、来年度、予定して

いる個別施設計画策定については、財政支援を伴わな

いものであります。 

 いずれにいたしましても、個別施設計画は、地域住

民の皆様の意向を反映したものとして策定されるべき

ものでありますので、ご提案の趣旨に沿って作業を進

めてまいります。 

 次に、市政懇談会で出された意見、要望についてお

答えをいたします。 

 今年度の市の広聴事業として、市政懇談会、市長へ

の手紙、ふれあいトークを実施し、これまで、市民か

ら多くのご意見・ご提言等いただいているところであ

ります。その主な内容でありますが、道路整備、人口

減少に対する取り組み、中心市街地活性化、除雪排雪

などに関わるご意見・ご提言等でありました。 

 市民の皆様から寄せられたご意見等につきましては、

各部局において調査検討を行い、改善できるものは速

やかに実行に移してきているところであり、今後とも、

市民の方々のさまざまなご意見等をお伺いしながら、

積極的な市政運営に生かしてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、保育園の待機児童についてお答えをいたしま

す。 

 平成27年３月１日現在の市内の認可保育所の定員数

1,110名に対して、入所児童数は1,214名となっており、

待機児童は発生していないところであります。 

 しかしながらご質問のとおり、市中心部の保育所に

は利用希望者が多く、できるだけ保護者の意向に沿う

よう、設備運営基準の範囲内において、定員を超えた

受け入れを行っている状況でございます。 

 今後におきましては、市中心部の保育所における定

員超過状況に留意しながら、定員設定の変更調整、小

規模保育等の推進、施設整備などの 善の方法により、

保育提供体制の確保に努めてまいります。 

 次に、林業構造改善事業、いわゆる、いわて森のト

レーについてお答えをいたします。まず、いわて森の

トレー生産協同組合のこれまでの対応状況についてで

ありますが、市が求めてきた補助金の返還、債権債務

を明らかにした決算資料の提出、時効の中断事由に該

当する文書の提出に対して、組合からは債務の弁済や

決算資料の提出がなく、時効の中断事由に該当する文

書の提出につきましても、平成23年２月１日を 後に、

現在に至るまで応じていない状況であります。 

 次に、法的処理に向けた準備状況でありますが、必

要とする経費につきまして、本議会へ平成27年度一般

会計予算に計上し、ご提案申し上げているところであ

り、ご承認いただき次第、顧問弁護士と協議の上、手

続に向けた具体的な準備を進めてまいります。 

 次に、破産手続における配当すべき財産がなかった

場合の他の債権回収策についてでありますが、破産手

続は債権回収の 終的な手段であることから、市が組

合から債権を回収するには他の手だてはないものと考

えております。 

 次に、市が破産手続回収の申し立てを行う場合の県

に支援についてでありますが、本手続は、組合に対す

る債権の回収策として、市が行う手続でありますこと

から、県からの財政的な支援はありませんが、手続が

滞りなく進むよう助言をいただくなど、これまでと同

様、連携を密にしながら取り組んでまいります。 

 後に、中心市街地活性化事業についてお答えをい

たします。 

 事業実施に向けた計画の進捗状況及び計画の策定時

期についてでありますが、一昨日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、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

び商店経営者等との意見交換会を実施したところであ

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し、その素案に対するご

意見等いただきながら、秋ごろを目途に 終的な計画

を作定したいと考えております。 

 以上で、社会民主党梶谷武由議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  社会民主党梶谷武由議員の

総合運動公園整備基本構想についてのご質問にお答え
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をいたします。 

 初に、総合運動公園整備基本構想の具体の内容に

ついてでありますが、一昨日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、適地選定に係る各地

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。 

 次に、新野球場が建設されるまでの間の対応策につ

いてでありますが、代替グラウンドの確保に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上で、社会民主党梶谷武由議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を許します。１番梶

谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  それでは、再質問を行いたい

と思いますが、まず初めに、教育委員会制度について。 

 教育長と市長の任期の関わりでは罷免できないとい

うことなわけですが、教育長が市長から任命されたの

で、その市長が交代したことによって辞任をしたいと

いう申し出があった場合、その場合、理由にもよろう

かと思うんですが、教育の継続性と関係して、そうい

うものを考えたとき、市長の交代に伴っての理由のみ

での辞任というのは認められるのかどうか。その部分

についてはいかがでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  市長が交代して、教育長

が辞任した場合は認められるのかというようなご質問

でございます。 

 辞任につきましては認められるというふうに思って

おります。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  この教育委員会制度に関わっ

てですが、総合教育会議、これは、新しく４月からつ

くられるわけですが、教育長は、現在の教育長の任期

のある間はそのまま継続するということになるわけで

すけれども、総合教育会議は４月１日から始まると。

このように捉えておりますけれども、総合教育会議で

の教育の振興に関する施策の大綱等を策定するという

ふうになっているわけです。 

 これまで、教育委員会で行ってきたものが、この総

合教育会議というふうになってくるんですが、そこの

部分と、現在の教育委員会との関わりについてはどの

ようになるか。そこをお伺いをしたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  総合教育会議に関わっての

ご質問でございます。 

 久慈市では、この総合教育会議の事務局は教育委員

会事務局で実施するということに考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  次の質問で、保育園のことに

ついてですが、市内中心部といった場合、簡単に中心

部ってどこだというふうになるかとは思いますけれど

も、市全体で考えれば、保育園の定員にほぼ同じよう

な状況で、待機児童がないというようなことですけれ

ども、中心部で、先ほどの答弁でも1,100名の定員に

対して1,200人ぐらい入っていると。こういう答えだ

ったわけですが、例えば、市役所から遠く離れたとこ

ろでは定員割れの状態であると。近くの、自分が住ん

でいる近く、あるいは、職場の近くに保育園がない場

合、遠いところを紹介をされるというようなこともあ

って、実際には通うのが非常に大変だということ等も

聞くわけです。 

 保育園を新たにつくるか、あるいは、現在ある保育

園の定員枠をふやすという２つの方法があるかと思う

んですが、定員の枠をふやす場合には、施設の改修、

あるいは、人員増、土地、さまざま条件が必要だと思

うんですけれども、どのような形で保護者が希望する

保育園、あるいは、近いところの保育園に入れるよう

な施策を考えていっているのか、その部分についてお

伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  中心部の保育所の件

でございますが、中心部の保育所は10カ所と捉えてお

りまして、ここの定員が810名、そして、現在の入所

者数は946人でございます。これは、定員に対して136

人の超過でございまして、入所率が116％となってお

ります。 

 この解消策でございますが、先ほど、市長からもご

答弁申し上げましたが、定員の設定変更、調整。これ

につきましては、来年度から、久慈湊保育園が10名の

定員増を予定しております。 

 それから、小規模保育の推進とか、そして、 後に、

施設整備という方法も考えられますが、これにつきま
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しては、人口動態、あるいは、市の財政状況とも勘案

しながら、 善の方法で進めてまいりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  保育園に入所させたいといっ

た場合に、希望者が入れる状況にあるのかどうか、こ

こがすごく大事だと思うんです。 

 子育てをするに当たって不安を感じない、久慈に仮

に転勤できた場合でも、来たとき、保育園については

心配しなくてもいつでも入れるという状況をつくるの

が、子育て世帯の安心感にもつながるかと思うんです。 

 現在の定員を超えて入っているという、学校であれ

ば考えられないことですよ、こんなに多く入るという

のは。仮にあったにしても、本当に１名、２名、いわ

ゆる、途中に転校して入ってきた場合にあるわけです

が、保育園の場合だと、保護者が就業するために復職

をする。あるいは、病気とか介護で子供を保育できな

い状況が出る。さまざま出生等も当然あるわけです。 

 そうなってきたとき、そういう状況を十分吸い上げ

るといいますか、吸収できるくらいの施設が必要では

ないかなと。そこからすれば、市としても考え方を、

今現在、何とか入っているからいいんだということで

はなくて、十分な施設をつくりながら子育て支援をや

っていきたいと思うんですが、子育ては毎日のことで

もありますし、１日も休むわけにもいかないわけです。 

 保育園の整備というのについて、改めてといいます

か、さらにといいますか、もう一言、お願いします。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  確かに、希望する時

期、希望する場所、それがすぐ叶えられれば、それが

保護者にとっても一番いいことでもあると思います。 

 これにつきましては、市民の皆さんのご意見、ある

いは、議会からもご意見等伺いながら、どういうふう

な対処が一番適切であるか、今後、検討を加えてまい

りたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  森のトレーに関わってのこと

ですが、破産申し立てが認められて、もう処分できる

財産がないということが明らかになった場合、 後は

どうなるのか。 

 これらについては、ないというのも想定をしている

のか。これらも県との協議をしながら進めていること

とは思うんですが、そこの部分について、まずお伺い

します。 

○副議長（下舘祥二君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  森のトレーに関する

ご質問でございますが、先ほど、市長から答弁を申し

上げましたとおり、組合のほうから資料の提出がない

ということで、正式な財産というものについては、確

定的なものではないわけでございますけれども、ほと

んどないというふうな状況ではないかなというふうな

ことが言えると思います。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  この債権の回収に当たって、

県議会ともいろいろと問題になっているわけです。 

 県議会で答弁されているのは、久慈市が 大限の努

力をすれば、これまで5,300万円ぐらいでしたか、負

担をしているわけですが、これ以上の負担を求めない

という答弁をしているわけですけれども、今回の破産

申し立てというのが、久慈市が行っている 大限の取

り組みという評価を県がしていただけるのかどうか、

いわゆる、これ以上の負担を求めないという形になる

のか、この辺について、県との協議を進めながらいろ

いろと話し合いも進めながらの今回の取り組みという

ふうに思うんですが、その辺について、この場で明ら

かにできる部分があればお願いをしたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  市の 大限の努力というこ

とが、この法的手続をやることによって認めていただ

けるのかどうかというご質問でございます。 

 これについては、市とすれば、これが 大限の努力

と認めてもらえるように、一生懸命、県、それから、

県議会に対してもご説明を申し上げ、そのようにでき

るように頑張っていきたいというように考えておりま

す。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  それでは、公共施設等の総合

管理計画。ここの部分についてですが、その計画をつ

くるに当たって、個別のものについては、この後とい

うふうになる話だったわけですが、人口は減る、ある



－133－ 

いは税収が減る、このような話をして、どうも明るい

未来を描けないような話ばっかりが続くと、やっぱり、

夢も希望もなくなってくるわけです。人口が減っても、

あるいは税収が減っても、久慈に住んでいてよかった。

あるいは、これからも住み続けたい。規模が縮小しな

がらも、こういう久慈市をつくるんだというのが、や

っぱり、そういうのを見せていただかないと、市民も

安心してここで暮らし続けることが難しいのではない

かなというふうに思うわけです。 

 話をする、あるいは計画をつくるとき、やっぱり、

夢を語れるようなそういうのをぜひお願いをしたいと

思います。 

 今回の計画の財政支援というのについては、久慈の

場合はほぼないということのようですが、今回の計画

の中で、除却、いわゆる取り壊しをする場合は、それ

の支援はあるということの説明のようですけれども、

この取り壊し等に関わる、そういう計画というのが考

えておられるのかどうか、そこの部分についてお伺い

します。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  夢を語れるような計画と

いうお話でございました。そういった計画になればい

いんですけども、夢を語る機会もあってもいいのかな

というふうに思います。 

 それから、財政支援については、今年度やっており

ます基本計画の策定については、特別交付税の措置が

ございます。ただ、来年度、実施します個別計画につ

きましては、これについては財源の支援はないという

ことでございます。 

 それから、統廃合の計画も盛り込んでいくのかとい

うことでございますが、個別計画の市民の皆様とご相

談をしながら、そのへんについても盛り込んでいかな

ければならないというふうに考えているところでござ

います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈市の将来を語るには夢と

希望が必要である。まさに、私もそう思っております。 

 増田レポートをはじめとして、いろいろ地方、これ

から人が減る、若者が減るという厳しい話が出ており

ますけども、それは、これから何もしないでこのまま

の流れでいけばという前提つきだと思っております。  

 まずは、市民の皆様、いろいろ生活する上で、生き

ていく上で、いろいろご不便、お困りの点があります

ので、その点についてはお声を聞いております。 

 しかしながら、やはり、財政的には厳しいというこ

とは、やっぱり市民の皆様の頭には入れていただかな

いと、要求すれば全てが叶うという状況じゃないとい

うのが現実なもんですから、そこをおわかりいただい

た上で、これから、交流人口の拡大、あまちゃんを使

っての観光の振興、そういったものを含めて、若者を

どうやって地元に残すか、仕事がなければいけない、

そのためにも町がやはり元気でなければいけないとい

うふうに思ってます。 

 久慈が元気でいるためには、それぞれの地域もしっ

かり元気にやっていただかないといけない。そこには、

ぜひ市民の皆様、ご参加いただきたいと思っているん

です。久慈市がどうするんだと。自分の住んでいる町

をどうするんだということではなくて一緒に考えよう

と。 

 方向性が出たら、一つ一つ、一緒に汗をかきましょ

うという形での市民参加もお願いしたいと。町は自分

たちがつくると。そういうふうな意識をいただきたい

と思っています。 

 不要不急な事業はしっかりと見直しながら、やっぱ

り、ここで暮らしやすい。子育ても大丈夫。教育も大

丈夫。医療も福祉もしっかりやっていける。年をとっ

て、介護が必要な場合にも、久慈なら大丈夫。そのた

めならどうするか。やはり、町に元気があって、若者

が残って、税収もしっかりとこちらも確保させていた

だけるような。 

 そのためには、国ともしっかりつき合っていこうと

思っておりますし、全国の久慈のファンのお力もお借

りして、観光面のみならず、ふるさと納税ほか含めて、

みんなで力を借りて、これから将来、夢が描ける、希

望を持てる久慈をつくっていく。そのために、いろん

な施策をご提案申し上げているところでございますの

で、さらに、議員の皆様からのご提案を頂戴したいと

思います。 

○副議長（下舘祥二君）  再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20分とい

たします。 

    午後３時04分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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    午後３時20分   再開   

○副議長（下舘祥二君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、公明党、山口健一君。 

    〔公明党山口健一君登壇〕 

○９番（山口健一君）  第22回定例会に当たり、市長

並びに教育長に一般質問を行います。 

 東日本大震災から昨日で４年目を迎えました。改め

て、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表します

とともに、被災された方々に対し、心からお見舞いを

申し上げます。 

 本年は、復興加速年とも位置づけられています。１

日でも早く復興が進むよう望むものであります。 

 人口減少の中、本年度はふるさと創生元年とも言わ

れます。遠藤市長にとっては初めての予算編成であり

ます。財政状況の大変厳しい中でありますが、リー

ダーシップを発揮され、「活力と笑顔あふれる豊かな

まち久慈市」実現のため、市政運営に頑張っていただ

きたいと思います。 

 そこで、当面する市政の諸課題について質問いたし

ます。前の質問者と重複する部分もありますが、割愛

せず質問いたします。 

 質問の第１は、男女共同参画社会の推進についてで

あります。 

 市長は男女共同参画について、第２次男女共同参画

計画に基づき、ワーク・ライフ・バランスなど総合的

に取り組むとしています。行政運営における女性職員

の幹部登用をどのように考えているのか、お伺いいた

します。 

 ２番目は、公共施設の長寿命化についてであります。 

 公共施設の長寿命化の推進状況についてお伺いいた

します。 

 ３番目は、公共施設のＬＥＤ化についてであります。 

 地球温暖化対策や省エネ対策として、公共施設のＬ

ＥＤ化が進められていますが、取り組み状況について

お伺いいたします。 

 ４番目は、市税納付環境整備についてであります。 

 今年度からコンビニエンスストア収納システムの導

入を図っていくとしています。コンビニがない地域で

は、郵便局での収納も必要ではないかと思いますが、

考え方についてお伺いいたします。 

 ５番目は、久慈地区旧火葬場の跡地利用についてで

あります。 

 大川目地区にある旧火葬場跡地の活用策について、

どのように捉えているのかお願いいたします。 

 ６番目の、ごみ減量化についてでありますが、当市

では、ごみの減量化に向け、さまざまな施策を行って

おります。ごみの減量化に向けた取り組み状況と、今

後、ごみの有料化を含めた推進策についてお伺いいた

します。 

 ７番目は、福祉行政について、４点お尋ねいたしま

す。 

 １点目は、発達障害についてであります。 

 発達障害については、以前にも質問しておりますが、

５歳児健診など、早期発見・早期治療が重要とされ、

きめ細かな対応が求められています。当市の現状と対

策についてお伺いいたします。 

 ２点目は、ＡＥＤマップの作成についてであります。 

 現在、学校など、公共施設や人の多く集まるところ

にＡＥＤが設置されていますが、誰でも設置場所がわ

かるよう設置箇所をマップ化すべきと思いますが、考

え方についてお伺いいたします。 

 ３点目は、特定健康診査の受診率向上策についてで

あります。 

 特定健診の受診率向上策として、健康推進奨励金を

支給しているところもあると聞きます。当市でも検討

すべきと思いますが、考え方についてお伺いいたしま

す。 

 ４点目は、出産祝い金についてであります。 

 少子化対策として出産祝い金を支給し、出生率の向

上を図っている自治体もあると聞きます。当市でも検

討すべきと思いますが、考え方についてお伺いいたし

ます。 

 ８番目の産業振興について、３点お尋ねいたします。 

 １点目は、プレミアムつき商品券発行についてであ

ります。 

 国では、ふるさと創生の起爆剤として、地域住民生

活等緊急支援のための交付金が創設されました。全国

の多くの自治体でプレミアムつき商品券を発行するよ

うですが、当市の取り組み方についてお伺いいたしま

す。 

 ２点目は、地域ブランド化の推進についてでありま

す。 
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 国では地域経済活性化に向け、ふるさと名物応援事

業がスタートしました。当事業は、地元の中小企業、

小規模事業者が商品化する地域ブランドを支援するも

ので、当市として、支援策をどのように考えているの

かお伺いいたします。 

 ３点目は、外国人観光客の誘客についてであります。 

 円安や東南アジア向け訪日ビザの緩和により、訪日

観光客が過去 多を更新したとしています。特に、中

国からの観光客が増加したと聞きます。 

 そこで、当市として積極的に外国人観光役の誘客を

図るべきと思いますが、取り組み方についてお伺いい

たします。 

 ９番目の建設行政については、４点お尋ねいたしま

す。 

 １点目は、平庭トンネル早期実現についてでありま

す。 

 市長は、平庭トンネル早期着工に向け住民大会の再

開など、葛巻町と協議するとしていました。早期実現

に向けた取り組み状況についてお伺いいたします。 

 ２点目は、省エネ住宅エコポイントについてであり

ます。 

 省エネ住宅エコポイント制度が復活すると聞きます。

市民や民間事業者への周知徹底が重要と考えますが、

取り組みについてお伺いいたします。 

 ３点目は、河川堤防の整備についてであります。 

 ゲリラ豪雨など、集中豪雨による災害が全国的に多

発しています。そこで、久慈川など、堤防未整備区間

の整備見通しについて、どのように捉えているのかお

伺いいたします。 

 ４点目は、市道天田内三日町線の整備についてであ

ります。 

 この路線は、久慈琥珀への観光ルートであり、大型

観光バスなどの通行も多く、早期の拡幅が望まれてい

ます。今年度、現道拡幅するとしていますが、具体的

整備箇所についてお伺いいたします。 

 後に、教育行政について、３点お尋ねいたします。 

 １点目は、小中学校統廃合についてであります。 

 政府は、小中学校の統廃合に関する基準を見直し、

小規模校の統廃合を進めていくとしています。当市と

して、今後の統廃合をどのように進めていくのかお伺

いいたします。 

 ２点目は、クラブ活動支援についてであります。 

 生徒数減少により、単独でのクラブ活動ができない

中学校も出てきています。合同練習の移動など、保護

者の負担がふえています。当市としての支援策をどの

ように考えているのかお伺いいたします。 

 ３点目は、市立図書館の利用充実策についてであり

ます。 

 市立図書館の利用状況の推移について、また、今後

の利用者目線に立った図書館の充実策をどのように考

えているのかお伺いいたします。 

 終わりに、これまで市政発展に尽力し、この３月を

もって退職する職員に対し、心から敬意と感謝を申し

上げます。特にも東日本大震災後、不眠不休で復旧・

復興に尽力されたことに、心から感謝を申し上げます。

今後は健康に留意され、さらなるご活躍にご期待申し

上げます。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  公明党、山口健一議員のご質

問にお答えをいたします。 

 初に、女性職員の幹部登用についてお答えをいた

します。 

 現在、当市の女性の管理職は４名となっており、能

力のある職員につきましては、男女の区別なく、積極

的に管理職に登用していくことが重要であると考えて

おります。 

 したがいまして、職員には、今後とも自己研さんの

ための研修などに積極的に参加をさせ、職員としての

資質及び能力の向上に努めさせるとともに、意欲のあ

る管理職にふさわしい職員の育成に努めてまいります。 

 次に、公共施設の長寿命化についてお答えをいたし

ます。 

 本年度、市の全ての施設を対象とした、今後におけ

る計画的な維持修繕や統廃合を検討するための基礎と

なる公共施設等総合管理計画を策定中であります。 

 来年度は、引き続き市民の皆様のご意見をお伺いし

ながら、当該計画の個別計画を策定することとしてい

るところであり、その中で、緊急度、優先度等を明ら

かにし、利用状況及び人口動態等も勘案し、総合的に

検討してまいります。 

 次に、公共施設のＬＥＤ化についてお答えをいたし

ます。 
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 環境への配慮及び節電による経費削減の取り組みと

して、今年度、地域の元気臨時交付金の活用により、

本庁舎のＬＥＤ化工事を行ったところであり、来年度

の耐震化工事を予定している３階の一部を除き、全執

務室のＬＥＤ化を完了したところであります。 

 今後におきましては、本庁舎以外の公共施設につい

て、費用対効果の検討及び有利な財源の確保等に努め、

順次、ＬＥＤ化を進めてまいります。 

 次に、市税納付環境の整備についてお答えをいたし

ます。 

 市税の納付機会の拡大、市民サービスの向上を図る

ため、休日、深夜にも納付可能となるコンビニエンス

ストア収納システムの導入を、平成28年４月の運用開

始を目指して準備を進めているところであります。 

 また、コンビニエンスストアがない地域では、郵便

局での収納も可能となるよう納税通知書の様式の統一

化など、株式会社ゆうちょ銀行と協議を行い、他市の

導入事例等を参考にしながら検討を進めてまいります。 

 次に、旧久慈地区火葬場の跡地利用についてお答え

をいたします。 

 旧火葬場の火葬棟及び職員住宅は解体撤去済みであ

り、現在、待合棟が残っている状況であると久慈広域

連合から伺っております。 

 昨年、地元、生出町町内から跡地利用の可能性につ

いて問い合わせがあったところであり、引き続き、地

元町内会の意向をもとに協議を進めていくこととして

いると久慈広域連合から伺っているところであります。 

 次に、ごみ減量化についてお答えをいたします。 

 当市における取り組み状況といたしましては、プラ

スチック製容器包装の分別収集、古着回収ボックスの

設置、また、資源物集団回収支援事業や生ごみ減量化

機器等への購入補助など、資源化率の向上を重点に、

ごみ減量化に向けた施策を展開しているところであり

ます。 

 ごみ有料化につきましては、住民に新たな経済負担

を求めるものでありますことから、資源物の対象品目

のさらなる細分化などのごみ減量化施策についても研

究しながら、久慈広域連合及び構成町村と協議の上、

慎重に検討してまいります。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 まず、発達障害についてでありますが、当市におき

ましては、各種乳幼児相談、健診等において育児支援

を行うとともに、発達障害の早期発見、早期支援に努

めているところであります。 

 特に、３歳児健診においては、心理士や言語聴覚士

による子供の発達チェックや相談を実施しており、必

要に応じて、遊びを通して発達を促す遊びの教室や、

発達障害、また、その疑いがある就学前の子供を対象

とした早期療育教室の利用を勧めております。 

 さらに、服薬等の治療が必要な子供につきましては、

専門医療機関への受診勧奨などの取り組みを進めてお

ります。 

 今後におきましても、関係機関等との連携を図り、

発達障害の早期発見、早期支援に努めてまいります。 

 次に、ＡＥＤマップの作成についてでありますが、

ＡＥＤは、大切な命を守るための重要な医療機器であ

りますことから、市内においても、小中学校、公共施

設等をはじめ、各医療施設、事業所等に設置され、現

在のところ、おおよそ150台余り設置されている状況

であります。 

 市といたしましては、ご提言のありましたＡＥＤマ

ップも含めた設置場所の周知等について、早急に検討

を行うことといたします。 

 次に、特定健康診査の受診率向上についてでありま

すが、住民の健康意識の向上や健康づくりへの動機づ

けを目的として、特定健康診査を受診した場合に奨励

金等の支給を行ったり、商品券などと交換できるポイ

ントを付与することなどは、受診率向上策の有効な手

段の一つであると捉えており、今後、他の自治体の事

例を参考に、その効果や課題を研究し、あわせて財政

状況等も勘案しながら検討を進めてまいります。 

 次に、出産祝い金についてでありますが、少子化対

策として、全国でさまざまな事業や取り組みが考えら

れている中、市といたしましては、新年度に向けて保

育料の第３子以降無料化や結婚支援推進事業などの取

り組みを進めてまいりたいと考え、今議会の予算案に

提案させていただいているところであります。 

 ご質問のありました出産祝い金の支給につきまして

は、今後、さらなる少子化対策を検討していく際の参

考とさせていただきたいと考えております。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 まず、プレミアムつき商品券の発行についてであり

ますが、本事業は、地域振興に貢献する商店等を公募

し、応募のあった店舗が共通して使用できるプレミア
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ム分を上乗せした商品券を発行することにより、地元

消費の拡大や地域経済の活性化を促そうとするもので

あります。 

 当市におきましても、現在、その実施を計画してお

り、平成26年度の補正予算に追加提案をする予定とし

ているところであります。 

 次に、地域ブランド化の推進についてでありますが、

ふるさと名物応援事業につきましては、国の平成26年

度補正予算において創設された事業であり、中小企業、

小規模事業者の地域資源活用や農商工連携による商

品・サービスの開発などの取り組みに対して、国が直

接補助を行う事業であります。 

 市といたしましても、地域ブランド化の推進につき

ましては重要な課題と認識しており、積極的に取り組

みを進める必要があると考えております。 

 本事業につきましても、商工会議所等と連携しなが

ら、市内事業所への事業内容の周知など、活用の促進

に努めてまいります。 

 次に、外国人観光客の誘客についてお答えをいたし

ます。 

 当市としての外国人観光客誘客の取り組みについて

でありますが、一昨日の新政会代表、泉川議員ほかに

お答えいたしましたとおり、台湾での観光ＰＲ活動や

受け入れ態勢の充実について、岩手県をはじめ、関係

機関と連携しながら、官民一体となって外国人観光客

の誘客に積極的に取り組んでまいります。 

 後に、建設行政についてお答えをいたします。 

 まず、平庭トンネルの早期実現に向けた取り組み状

況についてでありますが、市といたしましては、毎年、

岩手県に対する重点事項要望をはじめ、国道281号整

備促進期成同盟会会長として、昨年は７月に岩手県、

財務省、国土交通省及び岩手県選出国会議員に対して

要望活動を行ったところであります。 

 また、葛巻町との話し合いにつきましては、同じく

７月に本同盟会の副会長であります葛巻町長と、久慈

市議会及び葛巻町議会の両議長との４者により、平庭

トンネル整備の今後の取り組みについて協議を行って

おりますほか、11月には岩手県副知事との３者による

国道281号の整備についての意見交換を行い、岩手県

とともに久慈市と葛巻町が一体となって取り組んでい

くことを確認したところであります。 

 今後におきましても、90分構想の実現に向けた抜本

的な改良について、本同盟会等を通じて、国及び県に

対して強く働きかけてまいります。 

 次に、省エネ住宅ポイント制度についてであります

が、省エネ住宅ポイント制度は、一定の省エネ性能を

持つ住居の新築やエコリフォームに対して、さまざま

な商品などの交換できるポイントを発行する制度であ

り、これまでに２度実施されているところであります。 

 今回の再開は、昨年４月の消費税増税の影響で低迷

している住宅市場をてこ入れするため、国の緊急経済

対策に盛り込まれ２年半ぶりに復活するものであり、

新制度では、完成済みのエコ新築住宅を購入する場合

も対象となるなど、対象となる住宅の範囲が拡大され

ております。 

 当市といたしましては、効果的な制度導入であると

考えており、今後、市の住宅関連事業と合わせてホー

ムページなどを利用し、市民への周知に努めてまいり

ます。 

 次に、久慈川等における堤防未整備区間の整備見直

しについてでありますが、県では、現在取り組んでい

る久慈川の田屋町付近の左岸嵩上げ及び小屋畑川の長

内川合流部の左岸嵩上げについては、平成26年度内の

完成を目指して鋭意進めていただいているところであ

ります。 

 他の箇所につきましても、土地利用状況の変化など

を注視しながら、緊急性、重要性を総合的に勘案し、

事業化の時期を検討していくこととしていると、県北

広域振興局から伺っているところであります。 

 次に、市道天田内三日町線の現道拡幅についてであ

りますが、当該路線は、主要地方道久慈岩泉線と国道

281号を結ぶ重要な路線であり、岩瀬張地区から土木

建築資材等を運搬する大型トラックや琥珀博物館へ向

かう観光バスなど、大型車両の通行が非常に多い路線

でもあります。 

 現在、大型車両の安全な通行を確保するため、小久

慈町側の県道交差点から天田内橋までの狭隘区間につ

いて、拡幅工事を実施しているところであり、今後に

おきましても、引き続き当該箇所の整備促進に努めて

まいります。 

 以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 
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○教育長（加藤春男君）  公明党、山口健一議員の教

育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 初に、小中学校統廃合についてでありますが、現

在、平成20年に策定した学校再編のための基本方針に

沿って再編計画を進めているところであります。 

 今後は、文部科学省から平成27年１月27日に通知さ

れた、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に

関する手引き及び各学校の児童生徒、保護者や地域住

民の意見等を参考にしながら、小中学校のあり方に関

する新たな計画を策定してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、クラブ活動への支援についてでありますが、

生徒数減少により、団体協議の部活動が１校単独で大

会に出場できない状況にある中学校が数校あり、本年

度久慈地区新人大会では、野球競技において市内４校

の中学校が合同チームを編成し、大会に出場したとこ

ろであります。 

 合同チームでの練習は、それぞれの学校や練習会場

へ集まって行われており、会場への移動は保護者等が

送迎していると聞いております。 

 合同チームでの練習は、学校により、または、活動

の時間帯等により、部活動の場合とスポーツ少年団活

動の場合があり、その両者を同様に扱うことが難しい

面がありますが、練習会場への移動等に関しての学校

や保護者の要望等を把握し、保護者負担の軽減を図る

ために、どのような支援ができるのか研究してまいり

ます。 

 次に、市立図書館についてでありますが、平成26年

度の２月末の入館者は、久慈４万4,000人、山形4,393

人、合わせて４万8,393人、前年同期と比べ102％とな

っております。貸出者、貸出冊数につきましても、前

年同期と比べ104％であり、増加傾向にあります。 

 利用者の視点に立った充実策でありますが、新聞、

雑誌等の記事や書評等で広く情報を集めるとともに、

利用者のリクエストにお応えしながら購入する図書等

を選定しております。 

 さらに、毎月、郷土の地理・歴史など、特定のテー

マの本を集めて入口付近に展示する企画展示を行って

いるほか、その時々の話題に関する書棚の脇に展示し、

利用者の手に取りやすいような工夫をしております。 

 そのほか、乳児の親子に絵本をプレゼントするブッ

クスタート事業や読み聞かせ会、映画会等も行い、市

民が本や図書館に親しんでいただけるような事業も行

っております。 

 新年度は、子育て応援コーナーを設けるなどの、図

書館で行う子育て応援事業を実施し、今後とも利用者

の視点に立った図書の選定や企画を行い、より多くの

市民に利用していただけるよう努めてまいります。 

 以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を許します。９番山

口健一君。 

○９番（山口健一君）  あまり時間がないので、端的

に質問いたします。 

 １番の男女共同参画社会の女性幹部の登用というこ

とですが、国では、今国会に女性の活躍推進法案を出

すようですけれども、具体的な数値目標、そういった

ものを企業とか、そういった地方自治体に求めていく

ということですが、そういう計画づくりをしなさいと

いうことなんですが、実際的には、当市として数値目

標というのはどのように設定をするのかどうか、その

辺についてをお聞きしたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  女性の幹部職員への登用

の数値目標ということでございますが、数値目標につ

いては、市では設定をしておりません。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  女性登用につきましては、こ

れまで、今、総務部長からご答弁申し上げたとおりの

久慈市の状況でございますが、やはり施策として取り

組む以上、目標数値を期限を含めて設定をする必要が

あると思っております。 

 ただ、女性登用、例えば、職員の登用につきまして

も、ことし、来年どうするかというふうな、そういう

ことでの対応、やっぱりこれは実質的な中身も問題、

職員の問題もありますので、ある程度時間をかけなが

ら、長期目標として、登用を意識をして人事登用を図

っていかなければならないと思っております。 

 繰り返しになりますが、やはり施策として進める以

上、いつ、どれだけの数字をというような目標数値は

設定すべきであるというふうに考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  ありがとうございました。 

 ２番目の公共施設の長寿命化ですけれども、新聞、
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日報の報道によりますと、盛岡では策定中、答弁です

と、今、策定中ということですので、早期に策定して、

さっき言った梶谷さんからもお話があったんですが、

解体についても交付税措置があるものもあるようです

ので、早期に策定していただきたいと思います。 

 これについては、答弁は結構ですけれども。 

 それから、旧火葬場の跡地利用についてですけれど

も、先ほどの市長答弁ですと、生出町地区のほうから

問い合わせがあったということですが、私は以前にも

この件は質問をいたして、ただ、現在、広域連合のも

のですから、できれば、市として無償で借り入れて、

市のいろんな団体に貸し出す、電気料の問題とか、多

分いろいろ出てくるかと思うんですが、そういったも

のも考慮しながら、できる範囲で久慈市民に開放でき

るような施設としても実際あるわけですので、そうい

ったものも考えていただければいいのではないかとい

うふうに思いますけれども、ご答弁をお願いいたしま

す。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  旧火葬場につきましては、広

域連合の財産となっておりまして、久慈市としては、

今、山口議員ご指摘の方向でいきたい、いければと思

っておりますが、構成市町村、あと三つの首長さんの

ご理解もいただく必要があります。 

 それ以降の活用方法とか、修繕が必要となった場合

にどちらがどう負担するかとか、やっぱり広域連合の

収支状況の見通しも考慮しながら、できるだけ久慈市

といたしましては、地元のご意向を尊重してまいりた

いというふうに考えてはおります。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  ありがとうございました。 

 できるだけいろんな首長さん方と話し合っていただ

ければと思います。 

 次に、福祉行政の発達障害についてでありますけれ

ども、これについては、以前にも質問しておりますけ

れども、３歳児健診は行っております。それから、就

学前までないということで、本来であれば、３歳児か

ら就学前までの間に、もしわかっても、学校に入った

場合には対応ができないというふうな問題もあるよう

です。 

 そういった面で言えば、３歳児から就学前までの間

に、５歳児健診ができればいいわけですけれども、こ

ういった健診をやったときにどの程度経費が想定され

るのか、お願いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  ３歳児健診で行って

いるわけですが、３歳児健診のあとの学校に入る前と

いうことでございますが、これにつきましては、久慈

地域障害者自立支援協議会の療育分科会等で支援ファ

イル、「育ちと学びの応援ファイルすくらむ」という

のを作成しながら、３歳から、そして保育園を経て学

校へ入学するわけですが、それへのつなぎといいます

か、そういうふうな支援も実施しているところでござ

います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  児童の発達障害につきまして

は、学校の先生方からも対象者がふえつつあるという

お話も聞いておりますし、学校現場、小学校、中学校

もその対応に先生方が大変苦慮していると。一人ひと

りの状態が違うところを丁寧に対応しなければいけな

いという、そういったお話をお伺いしております。 

 この児童の発達障害につきまして、早期発見するこ

とによりまして、だいぶ改善される子供さんたちがふ

える。やっぱり早く見つけて適切な対応、これが必要

というふうに聞いておりますので、これについても、

これからの対応策については積極的にやれるように進

めてまいりたいというふうに考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  ありがとうございました。 

 今言ったように３歳児健診以降に、未就学前に見つ

かった場合に手遅れとなる場合もあるようですので、

早く対応できるようにやっていただきたいと思います。 

 それから、特定健康診査の受診率向上ということで、

今、久慈市では特定健診が無料化されて、40代以上は

かなりの受診率向上をしていると思うんですが、これ

は以前にも私は質問したことがあるんですが、国民健

康保険を一度も使わなかった方には何らかの、車であ

れば、事故を起こさないと下がっていくわけですけれ

ども、以前質問したときには、そういうふうになると、

そういった奨励金欲しさに、多少の病気でも我慢して

病院に行かないという部分で医療費がふえる場合もあ

るだろというふうな話もあったわけですけれども。 

 これは岡山の総社市というところで行っているよう
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ですけれども、実際的には、確かにいろんな特定健診

を受けていて、三つの条件を出して、全てクリアした

方にそういった奨励金を出すということですので、必

ずしも健診を、本当に受けなかったから、そういった

ものをちゃんと受けていれば、やはりそういったもの

には検証していかなければならない。 

 前は、確か検証するっていうそれだけだったようで

すけれども、実質的には、こういったものを今後研究

していくということですので、ぜひ研究していただき

たいと思います。その点について、もう一度お願いい

たします。 

○副議長（下舘祥二君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  特定健診について、

ご質問いただきました。 

 総社市の例、把握しておりまして、国保の世帯で保

険診療を受けなかった方、あるいは特定健診を全員受

けた方については、１万円を送るような、そういった

キャッシュバックするような制度もあるようでござい

ます。 

 先ほど市長からご答弁申し上げましたとおりでござ

いますけれども、そのほか、久慈市では27年度からが

ん検診について、受診した方については、べっぴん

カードのポイントを付与するというふうな事業も始め

ることとしております。 

 そういったこと等をいろいろ参考にしながら、どう

いったことができるのか、いろいろ検討してまいりた

いと思います。 

 いずれ、特定健診によって、早期に生活習慣病が発

見できて治療できるということは、将来にわたっての

医療費の適正化につながるものと考えておりますので、

いろいろ取り組んでまいりたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  次の出産祝い金についてであ

りますけれども、先ほど市長から、今後、研究してま

いりたいというふうな話ですので、今、高齢者に対し

ては、88歳、99歳、100歳とあるわけですけれども、

本来であれば、生まれてくる子のほうをしっかりと見

守っていくという、少子化時代には、ふるさと創生に

つながるのかと思いますので、今後、研究していただ

きたいと思います。 

 これは、答弁結構ですけれども。 

 産業振興のプレミアム商品券について、今議会に追

加提案したいということですが、お隣の八戸市でも、

２割ほどのプレミアムをつけて発行すると。先ほどの

答弁ですと、具体的な内容についてはなかったようで

すが、どういったものをやっていくのか、その辺につ

いてお伺いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  プレミアム商品券で

ございますが、具体的には、今、詳細は詰めていると

ころでございます。 

 基本的には、やはり２割ぐらいのプレミアムを想定

しまして、大体、12枚つづりで10枚分の値段でという

ような形を想定しております。 

 その中で、さらには商店等を公募しまして、使える

店には手を挙げてもらうというふうな形で考えており

まして、今後、詳細につきまして、商工会議所さんと

一緒になって研究・検討しているところであります。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  時間がなくなってきたんで、

後に、外国人観光客の誘客についてでありますけど

も、昨日から、外国人の観光客についてはほとんどの

方が質問しているように、それほど重要だと私も思い

ます。 

 日本に来る方が、ことし1,340万人ちょっとという

ことで、大幅にふえているわけですが、その中には中

国が圧倒的に多くなってきているというふうに報道さ

れています。 

 今、「あまちゃん」の関係で、台湾等々、いろいろ

交流しているわけですけれども、やはり中国といった

大きなマーケットにも目を向けていかなければならな

いかというふうに思っていますけど、その取り組み方

についてお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  全体的には東南アジ

アからおいでになるお客さまが多くなっているという

傾向にありまして、台湾とか、中国とか、韓国、やは

り多くなってございます。 

 市といたしましても、前に市長のほうからもご答弁

を申し上げておりますけれども、そういった対応をす

ることで、積極的に取り組んでまいりたいというふう

に思っております。 
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 受け入れ体制なども、やはりそういったところを、

例えば、インターネットによる情報発信とか、それか

ら、接客力の向上とか、そういったものも大事になっ

てきます。そういったものも合わせて、北三陸あまち

ゃん推進協議会のメンバーの方々とも一緒に研究しな

がら対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  時間ないですけど、今、中国

の方々が結構仕事なんかで来られる方もありますので、

そういった方々も、連携をとって受け入れられる形を

とっていただければと思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○副議長（下舘祥二君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 なお、３月20日の本会議は、議事の都合により午後

１時30分に開会いたします。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後４時00分   散会   
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