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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開議   

○委員長（桑田鉄男君）  ただいまから本日の予算特

別委員会を開きます。 

 欠席通告者は、藤島委員であります。 

 委員各位にお願いいたします。質疑の際は、記載の

ページ及び項目等を示し、簡潔にお願いいたします。 

 直ちに付託議案の審査に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    議案第１号 平成27年度久慈市一般会計予算   

○委員長（桑田鉄男君）  議案第１号を議題といたし

ます。 

 ５款労働費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  64ページをお開き願いま

す。 

 ５款労働費１項１目労働諸費でありますが、5,780

万2,000円を計上、新規事業として、市外に在住の若

者が市内に雇用となった場合の奨励交付金として、Ｋ

ターン若者雇用拡大奨励金交付事業費100万円を計上、

２目勤労青少年ホーム費は、931万5,000円を計上、３

目勤労者家庭支援施設費は1,215万6,000円を計上、労

働諸費は合わせて7,927万3,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。上山委員。 

○上山昭彦委員  勤労者家庭支援施設についてお伺い

いたします。 

 ここは、長内公民館になると思いますけれども、こ

ちらは、年間に二万四、五千人も利用する施設でござ

いまして、体育館も附属しております。体育館も中学

生、小学生、高校生も使う場合もあります。その中で、

体育館の屋上の破損が結構ありまして、天井がはがれ

落ちそうな部分もあります。その辺の補修、改修につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ただいまご質問をいた

だきました勤労者家庭支援施設の体育館部分といいま

すか、アリーナの部分の天井部分についてご質問をい

ただきました。こちらの天井につきましては、60セン

チ、90センチ程度のパネルがたくさん天井に張ってあ

りまして、その表面に薄い紙のようなもので化粧をし

ている構造であると認識をしております。そこの部分

が球技などを行った場合にボールが飛んでいってぶつ

かって破損をして、その表面の化粧の部分がはがれて

いるという状況で見栄えが少し悪いのかなというとこ

ろは感じております。 

 これまでの経緯についてでありますが、平成24年だ

ったと思うんですけれども、現状調査をし対策を検討
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した経緯がございます。ただ、その時点では、確かに

見栄えは悪かったものの、危険性は低いであろうとい

うことから、補修等は行わないで現在に至っておりま

す。 

 現在におきましても、状況は大きくは変わっておら

ず、ご指摘のとおり、見栄え等は悪いのですが、危険

性は低いものと考えております。しかしながら、24年

に現地等を確認してから、二、三年がたつことから、

もう一度現地のほうは確認をさせていただき、適切な

対応をとらせていただければというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  24年に調査したということですけど

も、おっしゃったように、もう二、三年たつというこ

とで、その間に球技で使っておりまして、傷もふえて

いるような状況が見られます。本当に表面だけだとは

思うんですけれども、ぶら下がりそうな部分もありま

すので、その辺は再度調査して適切な対処をお願いし

たいと思います。 

    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  実は、今、議場に入ってきたら、

きのうの代表者協議会の資料というのがありまして、

この中に平成26年度久慈市一般会計補正予算（第７

号）というのがありまして、ここに出ている事業名っ

ていうのが、大きく７項目に分かれておるんですが、

これが実は全部新年度の一般会計予算に盛られている

わけです。したがって、これ多分どういう取り扱いに

なるのか。この一般会計予算、新年度の予算を全部審

査が終わって、これにけじめをつけた後に、この補正

予算をこういう形で処理をするという、そういう考え

なのか。何となく直感的に思えば、一般会計に盛られ

ておるものが、補正に前倒しになったと。これは大変

いいことだというふうに思うんですが、あくまでも取

り扱いの問題としてはどうなるのか、それをちょっと

お伺いしたいんですが。 

    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今、髙屋敷委員から議事進行が出て、

昨日の代表者協議会で実際説明あったことが出された

んですけど、代表者協議会ではそのことも議題になり

まして、本予算にある分については、後ほど補正減す

るということで説明があって了解していますので、各

会派で当然連絡をしていただければこれは済むことで

すので、そういう取り扱いしていただければありがた

いんですけども、そうじゃないと、せっかく会派代表

協議会をやった意味がないので、そういうことで、既

にこの点については、昨日の予算委員会終了後に５時

過ぎから、会派代表者協議会やってますので、そこで

やってますので、ちょっとその辺は会派内部で意思疎

通を図っていただければありがたいんですが、よろし

くお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員に申し上げます。

今の城内委員の説明のとおり、きのう、夕べ、会派代

表者協議会で各各派の代表の方からお集まりをいただ

きまして了解をしていただいておりますので、そのこ

とで了承をしてください。 

 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  そういうお話もわかりますけれど

も、先ほど会派を15分ぐらい前、20分ぐらい前に開い

て、代表者会議のこういうことがあったよという報告

は受けました。その中で、この取り扱いについての話

がなかったのでどうしたものかなというようなことで、

今、城内委員さんが説明したように、とりあえず一般

会計の新年度の予算は予算で審査をする、そして、終

えると。その後の補正でというふうな先ほどの話もあ

ったけど、それでよろしいんですか、よろしければそ

れでいいんですけど。 

○委員長（桑田鉄男君）  そのとおりです。 

 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  今のは委員長がそのとおりだと言え

る環境にないでしょう。会派代表者協議会があって、

仮に委員長のほうに今の取り扱いがあれば、委員長が

きょう開会して、すぐにこの取り扱いを話しなきゃな

らない。委員長は今それを、そうです、そのとおりで

すと言える環境じゃないはずです。そこを履き違わな

いで、あれもこれも全部できると思ってたら間違って

いるからね。 

○委員長（桑田鉄男君）  暫時休憩します。再開は10

時15分とします。 

    午前10時10分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午前10時16分   再開   
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○委員長（桑田鉄男君）  休憩前に引き続き、委員会

を再開します。 

 ５款労働費の質疑を継続します。城内委員。 

○城内仲悦委員  出稼ぎ対策経費で370万あるんです

が、一時相当数の出稼ぎ者が久慈市から出てた経緯が

あるんですが、近年かなり減ってきたという現象があ

ると聞くんですが、その出稼ぎ者数の経緯、例えば、

ここ５年ぐらいの動き、おわかりでしたらお聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから、今、東京オリンピックということで、い

ろんな工事が始まって、そのことでまた出稼ぎ者がふ

えつつあるのか、その動向についてもお聞かせいただ

きたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ご質問をいただきまし

た出稼ぎ対策経費の部分における出稼ぎ者数について

お知らせをいたします。 

 平成26年度におきまして、これは、年度のスタート

の時点ということになります。平成26年度845人、平

成25年度956人、それ以降は、それ以上になっており、

年々減少している状況にあります。 

 オリンピック等の対応によって、出稼ぎ者が特別に

ふえているというような状況は現時点では把握はして

おりません。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  一時は数千人という方々が働きに出

たという時期がありました。まさに、久慈市の地域経

済もそのことで潤ったというか、そういった時期があ

ったわけでございますけども、この出稼ぎ者に対する

健康管理、人数は減ったとはいえ健康管理の問題は非

常に大事だと思うんですが、その点についてどのよう

な状況になっているのかお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ご質問いただきました

出稼ぎ者の健康管理という点について、ご説明をさせ

ていただきます。 

 まず、例年お正月ごろに実施しております出稼ぎ健

康診断でありますが、例えば、平成26年度には基本的

な多項目検診の数でいいますと177名の方が受診して

いただいておりますし、平成25年は186名、その前は

215名という形で減少はしておりますが、ただいまお

知らせしたような人数で健康管理のための受診をして

いただているものと思っております。 

 そのほか、出稼ぎ互助会等に加入していただいてい

る方々もおりまして、その方々につきましては、事故

等に見舞われた場合の見舞金等の給付が行われている

ものであります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  例えば、平成26年度でいうと、845

人中177人ということで、受診率は極めて低いという

か、状況なんですけども、これ例えば出稼ぎ先で会社

なりで健康診断があってやっていないことなのか、そ

ういったことがなければ、非常に健康管理の問題でい

うと受診率が非常に低いわけですが、この点の改善策

についてお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、互助会ということで話が出ましたけど、

互助会に加入している人数についてもお聞かせくださ

い。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  初に出稼ぎ者総数に

対する受検者数が少し少ないのではないかというご指

摘をいただきました。この部分に関してでありますが、

本来であれば、出稼ぎ者の方々は、国民健康保険もし

くは社会保険に加入していると認識されます。その中

で、国民健康保険に加入している方であれば、国民健

康保険側の健康診断を実施していただけますし、それ

ぞれの社会保険とそれぞれの組合に加入している方は、

それぞれの組合の責任において健康診断等を行ってい

ただけるものと認識しております。その中で、例えば、

26年の場合は117人の方が出稼ぎ健康診断を受診して

いるという部分については、例えば、社会保険に加入

していても、その事業所様で健康診断を実施していな

いところとか、もしくは、仕事の都合でお正月しか健

康診断を受けることができない方とかいう方に限って

受診しているものというふうに受けとめております。 

 次に、互助会の加入者数についてであります。26年

度90名、25年度101名、24年度123名ということで、少

しずつではありますが加入者のほうも減少している状

況にあります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  国保なり社保なりで、会社でやる場
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合もあるし、国保を通じてやる場合もあるだろうとい

うふうに答弁あったんですけども、結局、例えば845

人のうち、正月の健康診断を受けたのは117人と言い

ましたけども、それ以外の人について、追跡調査なり

しているのかどうか、どっかでやっていればいいんで

すけども、やってないとすればやっぱり問題だし、そ

の辺がアンケートなりデータなりどこかとっていらっ

しゃるのか。そういった出稼ぎ者に対するケアとして、

そういう調査をして、あるいは調査の結果、こういっ

たことをしてほしいという指導なりすることになって

いるのか、その点ちょっと今の答弁では見えてこない

ので、来なかったからあとは知らないということじゃ

なくて、やっぱり健康で安全に働いてもらうというこ

とからいえば、その辺まで追跡調査をしながら対応す

ることも大事ではないかなと思うんですが、その点お

聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  出稼ぎ健康診断の受検

者、対象者といいますか、出稼ぎ者の中で健康診断を

受けない方々の追跡調査等をどのようにしているかと

いうようなご質問だったと受けますけれども、追跡調

査等は行っておりません。 

 久慈市におきましては、この出稼ぎ者数の捉え方が

大公約数的な数字で捉えております。一度出稼ぎ手

帳を発給した方につきましては、ご自身の意思で私は

出稼ぎをもうやめましたよというような意思表示がな

い場合には、出稼ぎ者というくくりで捉えていること

から、我々久慈市で取り扱っている出稼ぎ者数につい

ては、このように多くなっていると思っておりますの

で、加えて追跡調査等についても行えない状態になっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  65ページの上段のほうなんですが、

Ｋターン若者雇用拡大奨励金交付事業でございます。

これは説明によりますと、市外在住の若者が市内雇用

となった場合の奨励交付金ということなんですが、こ

の交付金というのは、個人に交付されるものなのか、

事業主あるいは企業に交付されるものなのか、それか

ら、この交付される期間というのは１年なのか、ある

いは複数年なのか、その辺をお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  Ｋターン若者雇用拡大

奨励金交付事業についてご質問をいただきました。若

干目的等もご説明をさせていただきたいと思います。 

 久慈市におきましては、高校生等新規学卒者の若者

の進学や就職によって、地域からの流出が多くなって

おります。このことから、Ｋターン、Ｊターン、Ｉ

ターン、いわゆるＫターンの若者の増加を促進し、若

者の労働力を確保するということを目的に検討してい

るものであります。 

 交付の概要についてでありますが、Ｋターンを希望

する若者のために雇用の場を提供、求人をした事業所

と、Ｋターンにより地元就職した者、ですので、雇っ

た側及び雇われた方、両方に奨励金を交付するもので

あります。 

 求人をしていただきました事業所に対しましては５

万円を、就職したご本人につきましては10万円をそれ

ぞれ交付するものであります。 

 主な条件についてでありますが、外の地域に５年以

上住んでいた方が久慈市にＵターンなどをした場合、

また、就職した場合に、その事業所に半年以上雇用さ

れた場合、また、40歳未満の方などが該当となり、一

度だけ交付されるというものでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  ありがとうございます。それで、

全く同じようなものではないにしても、ここ10年ぐら

いさかのぼってみても、同じような制度というんです

か、事業というのは過去にもたくさんあったわけでご

ざいますよね。その多くは事業主に対して１名新規雇

用をしたら３年間、１年間１人120万、そういう事業

もありました。そういう事業を実際にやって、それで、

その中でいろいろな問題がやっぱり起きてくるわけで

ございますよね。その制度が期間が３年あれば３年、

今のは半年ということでございますけれども、そうい

う期間を過ぎると、事業主はその期間の間だけ、簡単

にいえば、補助金をもらえる間だけでは、新規の労働

者を雇用するんだけども、その制度がなくなればそこ

で打ち切ってしまうというふうな、こういうケースが

多々今まであって、かなり問題化してきているわけで

ございます。したがって、そういうところについても、

今回のこの事業ではどのように配慮をされているのか

な、あるいは検討されたのかなと、その検討された内
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容についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  Ｋターンの奨励金の支

給に係る方法、考え方等についてでありますが、例え

ば、事業所に対しましては、よそから戻っていただく

中途採用となるわけですが、この中途採用の枠を確保

していただいて、求人を出していただいたということ

に対する奨励の部分で対応させていただいているもの

と認識しております。 

 就職したご本人に対しましては、５年間よそで生活

していた方が戻ってくるわけですので、例えば、ある

程度そちらが生活の拠点等になったものではあるとは

思いますが、ある程度の覚悟をもって、ふるさとの思

いをもって帰っていただくための一つの後押し、きっ

かけになればというふうに考えております。支給回数

が１回であることなども考えますと、ただいま委員が

おっしゃいましたとおり、長期的にはどのように効果

が出てくるのだろうというような部分も考えなければ

ならないんですが、現時点では、まずはＫターンをし

ていただける受け手と来る方への第一歩を後押しさせ

ていただきたいというふうに考えたものであります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  新しい新規事業の中で同じようなも

のだと思いますけど、新卒者の雇用の支援の関係です。

65ページの交付金事業、これもあれですか、先ほどみ

たいに雇う側と個人に交付することなのか。それとも、

これはこれでまた違うのか。いずれにしましても、高

校卒業の方、特に女性の方は８割近くが外に出られま

すもんですから。それから、もう一つは、その期間で

す。先ほどは半年だと、終了期間が半年だといいです

よみたいですけど、やっぱり新卒者の場合はデリケー

トですから、初めて社会に出られるわけですから、そ

こら辺はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ただいま新卒者雇用支

援奨励金交付事業についてご質問いただきました。こ

の事業におきましては、新規学卒者の雇用の拡大、地

元就職の支援を目的に平成26年度までは、早期に内定

を行っていただいた事業所の方に奨励金を交付する事

業として実施しております。 

 平成27年度からは、同じく雇用の拡大、そして、地

元定着に主眼を置いてそれぞれを目的にし、制度を改

正させていただき、事業所とそれに加えて就職者ご本

人にも奨励金を交付したいと考えております。 

 概要でありますが、例年６月から始まる求人活動を

６月からスタートして、そのスタートから１カ月以内

に早期に求人を出していただいた事業所に対して、雇

用した新規学卒者を１人当たり５万円を支給させてい

ただき、就職した後、同じ事業所に３年間働いた新規

学卒者に対して10万円を交付したいというものであり

ます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ということはあれですか、ことしス

タートして、平成30年、28、29、30、３年間、就職を

続けましたよ、仕事を続けましたよという時点でクリ

アした時点でその10万円を個人にというような支援策

でしょうか。そのようでいいですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  就職後同じ事業所に３

年間働いた新規学卒者に対して交付するというお話を

させていただきました。委員のご指摘のとおり、27年

度からであれば、３年後に支給になるということにな

りますが、現時点では、平成27年度以内に３年になる

方までさかのぼりたいというふうに考えているところ

であります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  今度３年目になる方って、おおよそ

何名ぐらい予測されているんでしょうか。予算として

は、はっきりわかりませんか。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  大変申しわけありませ

ん。具体的な数字は捉えていないところでありますが、

新規学卒者の就職につきましては、ハローワーク等か

ら適切な資料を提供をお願いして、しっかり把握した

いと考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  今のお話に関連いたしますが、こ

れについては、会社組織等であれば、社会保険まで当

然備わっているわけですが、そういったそこまで条件

が整った事業所じゃないとこれは制度は使えないとい
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う意味ですか。ご答弁をお願いいたします。多分そこ

までは想定してはいないとは思うんですが。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  今、ご指摘があったこ

とも含めて、現時点では、ハローワークを通じて求職

なり就職した方々を対象にしたいと考えておりました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  ハローワークを通すということは、

いわゆる社会保険までかけている事業所じゃないとこ

れは使えないということになります。これは断言でき

るでしょう。職安を通すと、安定所を通すと、そうい

った条件等が整っていなければだめですよという内容

になっているはずでございます。結構厳しいんですよ、

そういうハローワーク等々を通しますと。ですから、

こういう制度をつくることはいいんですが、すごく使

い勝手が悪いんです。もうちょっと使い勝手がよく工

夫する必要があると思います。 

 一般の例えば個人の農家とか、こういう社会を保険

までかけてない事業所であっても、こういう制度を気

楽に使えるような、申し込みできるような仕組みにし

ないと。今ある制度というのは、国、県でもそうなん

ですが、市もそうですが、得てして、安定所等に、職

安とかそういうとこを通してどうぞってやるわけです

よね。そうすると、職業安定所とか、ああいうところ

では、こういう社会保険とか、そういう全て失業保険

全てかかってないと使えないんです。そういう条件が、

そういうものが全てきちんと整ってますかと第一に聞

かれます。ですから、こういうのをつくるにしても、

市がやるんですから、その辺をきちんと調べて使いや

すく皆さんが、地元にこれを使わせるわけですから、

少し研究をして、こういう事業を立ち上げたほうがよ

ろしいかと思いますが、そういうふうになっていれば

よろしいんですが、ちょっと難しいんじゃないかなと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  現在指摘をいただきま

した件につきましては、現段階では、例えば、雇用保

険に加入は条件とさせていただき、社会保険までは条

件でない方向で検討したいと思っておりましたし、ま

た、この制度そのものが、新卒者の久慈市への定着へ

の部分ですので、今委員がご指摘がありましたとおり、

できるだけ多くの方々から活用していただいて、久慈

に残ってもらうと、久慈で活躍していただけるように

進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  今、そういう内容であればよろし

いですが、ただ、それをきちんとこういうことで、雇

用だけでも使えますよというのをきちんとわかりやす

く載せとかないと、なかなかこの部分勘違いするんで

す。ですから、事業所側がほとんどが躊躇するんです。

大体はそういう仕組みになってますから。わかりやす

く事業所のほうにしていただければ幸いかと存じます。

答弁は要りません。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ２点お聞かせください。１点目は、

今議論になったところのＫターン若者雇用拡大奨励事

業、この若者の定義、30代までなのか。40代って言い

ましたか。それはいいです、失礼しました。 

 40歳未満もいいんですが、どうなんでしょう。例え

ば、戻ってこられる50歳未満ぐらいまでの枠、余裕を

持たせるというのは必要な感じがしますが、検討され

たと思うんですが、いかがでしょう。 

 ２点目は、たしか報道によりますと、設計労務単価、

先月２月でしたか、変更になったという報道がありま

したよね。労務単価がそれぞれ、普通作業とか大工と

か左官とかあるんですが、現時点で設計労務単価、そ

れぞれ幾らになってますか、お示しください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  １点目でなくて、２点

目の労務単価については、ただいま把握しておりませ

んので調べたいと思います。 

 それから、40歳にした理由等についてでありますが、

さまざまな議論を係課でもさせていただきました。例

えば、余り若い人ですと、向こうの生活の根拠もない

ので、早めに戻ってくるだろうけども、その分また軽

い気持ちで出ていっちゃうんじゃないかなというよう

なことを議論したりとか、あと、ある程度の年齢にな

ってしまいますと、生活の根拠が向こうにしっかりな

っているところから、なかなか来ていただける人は少

ないのかなと。こちらとしてアプローチできる部分が

ベストだということで、40歳未満程度を考えたところ

であります。 
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 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  65ページの岩手県溶接技術協議会負

担金と、それから、久慈職業訓練協会の補助金という

のにかかわってお尋ねしたいと思いますが、 近の広

告チラシに、北日本造船の本社ないしは下請け企業か

らの求人がかなり出ております。私は、多分溶接の技

術職員が不足をして、その募集じゃないかなというふ

うに見ているんですが、その辺の捉え方がどういうふ

うになっているのかお尋ねしたいと思います。 

 それから、もう一つ、北日本造船、今人数どれぐら

いいて、溶接工が占める割合が何人ぐらいになってい

るのか、２点目。その２点、とりあえず。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  北日本造船における雇

用状況についてでありますが、募集等を出してもなか

なか充足できないというお話はお聞きしております。

雇用行政を担当している私たちとしても、機会あるご

とにこのような求人が出ていますよということで多く

の方にお知らせをすることはやらせていただいており

ます。 

 そして、溶接工の人数につきましては、大変申しわ

けありません。少しお時間をいただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  従業員数もふえて、発展し、しかも、

先行きも仕事も順調に需給もあるという安定企業であ

りまして、楽しみな男子型の企業なわけでありますが、

そういう中で、溶接の技術というのは、大変造船業の

場合は高度な技術が必要だというふうに言われており

ますが、こちらに来てから、もう肝心の、例えば、曲

線部分の溶接とか、肝心部分はまだまだ八戸の北日本

造船の熟練の技術さんが来てやっているのか、それと

も、地元の採用の職員といいますか、順調に育って、

肝心な主要な業務といいますか、仕事を担当できるよ

うな形で人材が育成されているのかどうか。その辺と

もう一つは、市として、昔は職業訓練といえは大工さ

んの職業訓練だったんですが、溶接技術、今、主要産

業なわけですが、この職業訓練、これらについて、ど

ういうふうな支援の考え方があるのかお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  北日本造船の先ほど

溶接工の割合というお話でございました。これについ

ては、割合等についてはこちらでは捉えてない、数値

はないところでございます。 

 現在、北日本造船でございますけれども、平成25年

５月１日時点で217名であったものが、平成26年４月

１日には295名ということで大幅にふえているところ

でございます。 

 また、平成29年までの受注を受けているということ

がございまして、委員さん方も既にごらんになってい

るかとは思うんですが、昨年の10月ごろからグループ

含めまして、70人の求人ということで求人を出してい

るところです。これについては、溶接等も含めて全体

でということでございますが、なかなかこれが人材が

集まらないという状況にもございます。 

 これにつきましては、何とか求人をということもご

ざいまして、先日、県北広域振興局のほうと共同で、

今求職しておられる方々、こういう方々とで実際現場

を見ていただくということで、企業の見学会というよ

うなものを行ったところでございます。 

 また、先ほど技術の講習等のお話ございました。こ

れにつきましては、パッケージ事業を行っていた時期

に溶接ですとか、玉掛けというような必要なものにつ

いては技術講習等を行ってきたところでございますけ

ども、現在パッケージ事業等が使えないというような

こともございまして、これにつきましては、２月にも

誘致企業さんとの懇談会やった際にも、パッケージ事

業を何とかもう一度できないのかというような縫製業

等も含めましていただいているところでございまして、

今後、パッケージ事業等、また使えるような状況にな

るのであれば、こういった男子型の企業を継続してい

ただくためにも実施できればというふうに、支援して

いければというふうに考えておりました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  久慈市だけじゃなくて、広域で人材

確保と、それから、やっぱり広域で連携して、職業訓

練といいますか、支援、例えば溶接の技術のパッケー

ジ事業とかって言っているんですが、そういうふうな

技術職員を育てるような何か政策を広域で連携してや

るような仕掛けをして、70人もの求人があって、なか

なかにして人が集められないというふうなことのない

ように対応できるように、また、久慈工業高校もある
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わけであります。そういうところ等の溶接なり、そう

いう関連する技術の訓練といいますか、そういう学科

等も備わるような努力もできるだけして、地元企業が

人不足とか、そういうふうなことで、手かせ、足かせ、

順調な発展ができないような要因はできるだけつくら

ないように政策的な努力をすべきと思いますが、お尋

ねしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  まず、広域的な取り

組み、パッケージ事業などを取り入れてということで

ございます。現在、前に広域で取り組んだ経緯もござ

いますし、現在休んでおるわけですけども、今そうい

った取り組みを始めようということで、広域の担当者

等集めまして、そういった方向で今事業を進めようと

いうことで進めているところでございます。それにつ

いては、できるだけ実現するように頑張ってまいりた

いというふうに思っております。 

 それから、もう一つの久慈工業高校という専門の工

業系の学校があるわけです。そういった中で学科の設

置ということでございます。そういったことも視野に

入れながら、我々としても、そういったせっかく来て

いただいた企業さん、そういった企業さん方に従業員

の人材確保という部分は大切な部分だと思っておりま

すので、含めまして、鋭意取り組んでまいりたいとい

うふうに思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  先ほど小野寺委員から

ご質問をいただきました労務単価についてであります。

主なものということで、普通作業員が１万6,400円、

大工が２万2,200円などとなっております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  先ほどの畑中委員の質問に私は関

連いたしますが、誰か北日本造船を辞めた職員の仕事

の内容、八戸と久慈の労働者の本当の中身聞いたこと

はございますか。私は知っております。どうでしょう

か。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  そのようなお話は聞い

たことがございません。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  私みたいな変わり者でなければこ

ういう話は取り上げないと思いますが、実態、私は、

議場ですからマイクは通して言いません。久慈はそれ

なりに八戸から見れば、仕事が大分緩いようです。私

の言葉の中身を推察できますか。何となくわかるでし

ょう。そういうことですので、中身を私は言いません

から、そういうことを、なぜ人が集まらないのか、な

ぜ人が辞めていくのか、そういうことをよく調べてみ

てください。 

 以上で終わります。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  何か消化不良を起こした質問で申し

わけないんですが、北日本造船の雇用の安定率、要す

るに、就業する、あるいは辞めるという意味での回転、

安定率というのかどうかわからんけど、その辺はどう

いうふうに把握してますかというのだけ教えてくださ

い。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  把握しておらないとこ

ろであります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款農林水産業費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ６款農林水産業費１項農

業費でありますが、１目農業委員会費は1,649万3,000

円を計上。 

 66ページをお開き願います。２目農業総務費は１億

6,454万9,000円を計上、３目農業振興費は8,068万

1,000円を計上。 

 68ページをお開き願います。４目畜産業費は7,621

万6,000円を計上、新規事業として、草地造成整備、

農業用施設整備を支援する農山漁村地域整備交付金

505万5,000円を計上、５目農地費は１億1,660万円を

計上、前年度と比較して4,965万1,000円、74.2％の増

でありますが、主に宇部川地区経営体育成基盤整備事

業費の増によるものであります。 

 ６目地籍調査費は301万9,000円を計上、前年度と比

較して524万円、63.4％の減でありますが、主に地籍

調査再調査事業費の減によるものであります。 

 70ページをお開き願います。農業費は合わせて４億

5,755万8,000円を計上いたしました。 

 ２項林業費でありますが、１目林業総務費は3,721

万2,000円を計上、２目林業振興費は4,420万1,000円
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を計上、新規事業としては、市政施行10周年を記念し

た植樹イベント経費として、森林づくりイベント事業

費19万7,000円を計上、林業費は合わせて8,141万

3,000円を計上いたしました。 

 ３項水産業費でありますが、1目水産業総務費は、

２億3,636万1,000円を計上。 

 72ページをお開き願います。２目水産業振興費は６

億6,857万2,000円を計上、前年度と比較して６億

5,555万円の増でありますが、主に水産業共同利用施

設復興整備事業費補助金の増によるものであります。

新規事業として、ナマコ種苗購入費等の補助としてナ

マコ産地化推進事業費補助金469万円を計上、３目漁

港管理費は500万1,000円を計上、４目漁港建設費は４

億6,751万5,000円を計上。 

 74ページをお開き願います。水産業費は合わせて13

億7,744万9,000円を計上いたしました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。木ノ下委

員。 

○木ノ下祐治委員  一番 初の農業委員会活動費

1,200万になっておりますが、この内容をお聞かせく

ださい。 

○委員長（桑田鉄男君）  泉澤農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（泉澤民義君）  農業委員会活

動費の主な内容でございますが、節の欄にあります報

酬1,069万円から委員活動に伴う旅費等でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  それは、大体は察しがついたんで

すが、何人の方にこれを支給をし、1,200万近いよう

ですが、とりあえず人数です。 

○委員長（桑田鉄男君）  泉澤農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（泉澤民義君）  農業委員の人

数でございますが、30名の委員でございまして、選挙

で選ばれる選挙委員が23名、農業関係団体等からの推

薦による推薦委員が７名でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  今、農業従事者がかなり減ってま

すよね。それで、私、 近不思議に思っているんです、

農業委員会の選挙、このあり方。議会推薦も、今はあ

る。そういう仕組みになっているわけですが、農業委

員会の選挙、名前は選挙ですが、何か何となく調整め

いた形で私は見ているんですが、農業のことを本当に

わかっているのかなという方々が随分と農業委員会に

私はいると見ておりますが、言い過ぎでしょうか。答

弁お願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  宇部農業委員会会長。 

○農業委員会会長（宇部繁君）  農業委員の定数のこ

とについてお答えいたします。 

 今、国のほうで農協改革と、それから、農業委員会

の改革で、ちょうど今俎上に上っている段階です。ま

だ法案が出ておりませんが、農業委員の定数が半分ぐ

らいになるんじゃないかというようなお話がございま

す。それから、これはまた別ですが、先ほど木ノ下委

員さんからお話がありました、農業者でない人、実は、

団体推薦、それから、議会推薦ございまして、農業者

じゃない方も確かに自分がやっていなくても幾らかは

わかっていると思うんです。そういうことで、推薦さ

れてきている人もありますし、これまで私がわかった

範囲では、選挙は２回ほど、私の記憶ではございます。

あとは無競争という状況でございます。 

 それから、委員の中に認定農業者も入ってございま

す。それから、年齢構成もかなり木ノ下委員さんご存

じだと思いますが、菅原委員さんはまだ20代、それか

ら、山形の柿木さんは30代でございます。そういうこ

とで、人数も年齢もバランスがとれて、結構久慈市の

場合、活発な委員会になってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  先ほどは多少口が過ぎましたので

おわびしておきます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  73ページ、水産業振興費のことにつ

いてですが、水産業共同利用施設整備事業費補助金、

水産加工業の補助金の目的外使用といいますか、そう

いう設備をしたというので新聞報道もありました。議

会にも若干の説明資料が配られたわけですが、大変大

きい問題ではないかというふうに考えております。事

実経過を含めて、詳しい説明が必要なのではないかと

いうふうに考えておりますが、そういう場を設けてい

ただけるものかどうか、ここのきょうの場だけでは十

分な審議というふうにもいかないようにも思いますが、

いかがでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  米澤農林水産部長。 
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○農林水産部長（米澤喜三君）  ただいまのご質問で

ございました、水産業共同利用施設復興整備事業補助

金の件でございますけれども、この事業につきまして

は、委員、新聞報道のお話がございましたけれども、

この事業とまた別な事業でございまして、新聞報道の

事業につきましては、水産業共同利用施設復旧支援事

業という事業でございます。この事業につきましては、

いずれ水産業の共同利用施設の復興を図るというふう

な事業でございます。 

 それから、新聞報道のことにつきましては、補助金

返還を求めたところでございますけれども、そういう

説明の場といいますか、そういったものにつきまして

は考えていかなければならないというふうに思ってい

るところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまのご質問にお答え

をいたします。 

 先般、議員全員協議会で議会に説明資料を配付いた

しまして、補助金の返還を命令したということでのご

説明を申し上げました。それにかかわっての事実経過

等についての説明ということについては、この場で説

明申し上げることとしたいと考えておりますが、今現

在、この対応策について、県と今どうすればいいのか

ということでいろいろ協議、相談をしている状況でご

ざいまして、その状況等が固まりましたら、当然に議

会とも相談する場を設けて、議会の了解等も得るとい

う必要も出るのかなというように、今現在考えている

ところでございまして、その時点で、また再度議会に

もご説明の機会を設けることが必要になるだろうとい

うように今考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  今の答弁で、全員協議会と今発言し

たように受けとめたんですが、あれは何日だったでし

ょうか、10日ごろでしたか、あれは議会が終わった後、

あれは全員に資料の配付という形で配られたのではな

いかなというふうに思っていたので、そこの分は確認

をしたいと思います。 

 事実経過等についても十分な説明とか質疑等が行え

る状況でもなかったわけですので、ぜひ対応をお願い

したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  大変申しわけありませんで

した。全員協議会ということではなく、事務説明とい

うことで説明を申し上げ、その場では質問の機会もご

ざいませんでしたので、今回事実経過を説明しろとい

うことであれば、この場で説明申し上げ、ご質問にお

答えしたいというように考えているところでございま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  この場というのであれば、事実経過

を、いわゆる申請時点から、あるいは事業の目的、補

助の目的等、それらがやっぱり説明があって、その補

助の目的に沿った形での申請だったのか、そうでなか

ったのかも含めて明らかに提示されないと、これは尋

ねようもありませんし。それから、企業が意図的にこ

れはやったものなのか。そうじゃなくて、事業を遂行

するのに、水産加工施設を整備しようと、そういう目

的でやったのが、たまたま機械が水産加工のそういう

残さの取り扱いじゃなくて別なものまでできる立派な

機械だったのでだめということになったのかも含めて、

やっぱり事実関係というのを明らかにしていなかけれ

ばならないと思いますが、資料の提出も可能なのか、

今できるのかどうか、提出が無理であれば、後日ぜひ

お願いをしたいと思いますが。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、私のほうから

事業の目的とか経過について、この場でちょっとご説

明をさせていただきたいと思います。 

 この事業名は、先ほど米澤部長も言いましたように、

水産業共同利用施設復旧支援事業でございます。この

目的は、東日本大震災で大きな被害を受けた水産業、

これを一日も早く復旧させなければならないというこ

とで、これを 大の目的として、緊急支援的に制度化

されたものでございます。 

 したがいまして、被災地からかなりの件数が上がっ

てくるということで、その事務処理も簡素化されて復

旧支援を行っていくという目的のものでございます。

総事業費は、これは税抜きとなるわけでございますが、

４億2,869万5,000円、このうち国費が２億8,579万

6,000円、これが３分の２でございます。県費が、９

分の１で4,763万2,000円でございます。 

 これを合わせた合計額が３億8,106万1,000円でござ



－69－ 

いまして、この国費と県費を合わせた９分の７が事業

主体に直接交付となっております。あわせまして、市

費といたしまして９分の１、4,763万3,000円が市から

事業主体に直接交付をしているという事業でございま

す。 

 事業、これは平成24年度事業として実施した事業で

ございまして、事業主体と市が交付契約を結んだ日は

平成25年３月18日でございます。年度末でございまし

た。ちなみに、県は３月11日付で交付契約を結んだと

いうふうに伺ってございます。 

 ちょっと少し長くなりますけれどもよろしいでしょ

うか。事実経過を説明させていただきます。そして、

平成25年２月22日、３月議会でありましたけれども、

「平成24年度久慈市一般会計補正予算（第６号）」に

おきまして、この予算の補助金の4,763万3,000円の議

決をお願いしたものでございます。あわせまして、年

度末でございましたので、繰り越し明許費といたしま

して、平成25年度に繰り越し明許ということで議決の

お願いをしたものでございます。 

 そして、平成25年度になりまして、６月13日の６月

議会の招集日におきまして、この繰り越し明許費の繰

り越し計算書を報告しております。 

 そして、なかなか事業費の設計とかおくれておりま

して、これが26年度に事故繰り越しということになっ

たものでございます。これも、繰り越し計算書が６月

議会で報告をしているという内容のものでございます。 

 今回非常に事業の遅れが懸念されておりました。融

資、資金関係で苦労しているということも聞いており

ましたし、入札が３回不調になったということも、こ

ちらでは確認しております。したがいまして、てこ入

れが必要だということで、県が主導しまして、本来で

あれば事業主体が行うべきところでございますが、県

が主導いたしまして、工程ヒアリングというのを11回

開催いたしました。そして、いよいよほぼ施設も完成、

これは２月の下旬であったわけでございますが、その

中で、書類のやりとりをしている中で、そこに水産系

の処理機器でない、鶏の処理施設を思われる記述があ

ったことから、その部分でそこから調査を始め、結果

的にこれは水産系の施設ではない、鶏の機械と判断せ

ざるを得ない、そして、３月９日の日に、その事業主

体、久慈市冷凍水産加工業協同組合から使用する業者

でございますが、加工協もおりましたけども、この加

工協とその業者から聞き取りをし、 終的に水産系の

補助事業としてこのまま続けるのは難しいだろうとい

うことで、補助金交付契約の解除通知とあわせまして、

６月20日の日に前金払いとしまして、交付しているそ

の前金払いの返還を通知したという内容のものでござ

います。 

 すみません、長くなりましたが、以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷武由委員。 

○梶谷武由委員  そうすれば、その機械は、イカやホ

タテ残さの処理、それができない機械ということでし

ょうか。それもできる、鶏もできるというものなので

しょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ３月９日で業者から

確認しましたけれども、業者は、イカ、ホタテの処理

ができるというふうな認識にあったと主張を何回もし

ております。 

 ただし、書類上、業者と納入業者との間で交わされ

た確定仕様書には、その水産系の記述がなかったと。

鶏の処理機器という、その記述しかなかったと。そし

て、あわせて納入業者から確認をしましたところ、二

つのラインがありますが、一つはフェザー処理という

ことで、これは鶏の処理しかできないラインであると。

もう一つは、チキン系で、それは、イカ、ホタテもで

きるかもしれないけれども、処理能力、あるいは品質

の点から、それはこちらでは保証しかねるという回答

がございましたので、それをもって業者のほうは、イ

カ、ホタテをできると聞いていたと主張をずっとしま

したけれども、それを証明する書類等の提出はできな

いということでございましたので、補助金交付契約の

解除をせざるを得ないという判断に至ったものでござ

います。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  何か聞いていて理解できかねるよう

な感じなんですが、水産加工会社が、水産加工に使用

する残りかすなんかを処理する機械を入れようとして、

違う機械が入ったというふうなことを、今の話だと受

けとめるわけですけれども、納入する製造業者にして

も、納入先の協同組合なり、あるいは業者なりが、ど

ういう資金計画でもってちゃんと支払ってもらえるも

のか、そういうのも当然調べると思いますが、その場

合に、国の補助金等を活用して、あるいは県、市の補



－70－ 

助金、あるいは自己資金、そういうのを活用して、機

械の代金を支払うという、支払い計画等があれば、国

の補助金に合致しない機械を納入するということはあ

り得ないと思うんです。国の検査に合格しないような

機械を納入すれば、当然補助金の交付というのはあり

ませんし、補助金が交付されなければ、自分が納入し

た機械の代金の回収ができないと。これを考えるのは

当然だと思うわけですが、どの段階で、こういう食い

違いといいますか、取り扱いに間違いが生じたのか、

その辺について何かわかればお願いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  先ほど補助目的、事

業目的のところを説明しましたけれども、これは、と

にかく被災地で甚大な被害を受けたのは水産業でござ

いますので、それを一日も早く復旧させなければなら

ないということから、我々のところに提出されている

計画書には、イカ、ホタテの廃棄物処理機器一式とい

う形で、それで認められていたものでございます。 

 そして、前金払いの検査を26年６月６日に行いまし

た。それは、部品の出来高分の検査でございまして、

その部分を見ただけでは判別がなかなか難しいという

ところでございます。 

 そして、加えて申し上げますと、今もうほぼ完成と

なって設備が備えつけになっておるわけでございます

が、専門家に言わせますと、その設置になった機器を

見ても、専門家でなければ、それが水産系の処理機器

なのか、そして、鶏の処理機器なのかということは判

別がしがたいと。これは、県の保健所等からもそうい

うふうな言葉をいただいているところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  まことにこれは市民、県民の注目す

る報道になっているわけですよね。この補助金の返還

という一つで申し上げますと、久慈市が森のトレー、

これがあったでしょう。そして、またこういうふうな

ことが起こるということでまことに心配しますが、私

らは、審議権、調査権あるわけです。先ほど、事業の

流れの話は説明いただきました。私らも責任を感じな

ければならないという立場は、審議調査をどういうふ

うにしているんだという市民の視点があると思うんで

す。 

 事業の流れとは別に、私らがこれを審議する調査す

る日にちと流れの入り口論がどういうふうなところか

らスタートしているのか改めて教えてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  先ほど梶谷委員の質

問のところでも説明させていただきましたけれども、

これは、補助金の予算の議決をお願いしたところでご

ざいまして、それは、平成25年２月22日、4,763万

3,000円の補助金の議決をお願いしたところでござい

ます。 

 ただし、これには、同様に久慈市漁業協同組合が事

業主体となる同様の事業200万ちょっとの補助事業も

この事業で行う予定でございましたので、あわせた金

額での予算計上をお願いしております。同じ補正予算

の中で繰り越し明許として、24年度から25年度への繰

り越しをお願いしたと。そして、先ほど言いましたよ

うに、事業が遅れ気味でございまして、25年度から26

年度の事故繰り越しという形で、26年度の６月議会で

事故繰り越しの計算書を報告しているという流れでご

ざいまして、議会に対しては、そこの部分でのお知ら

せということになっているものでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  ちょっと私も声が高くてまずいとこ

ろがあるんだけども、心配したり、きちっと終結させ

なければという思いから、そこは誤解しないで聞いて

ください。 

 私らの執行権なり調査権なりが作動する時期が25年

の２月25だというふうに理解していいですか、それが

１点。 

 それから、これからのありようです。事業がいっぱ

いで、私らが心配しているのは、今もこれからも、こ

ういう100年に１回、1000年に１回の事故が起きるの

に、この職員のスタッフ数でいいのかという思いは、

被災地、どこの県にもあったり心配しているわけです。

ですから、この事務量と職員の事務需要のバランス等

も勘案してやらないと起きかねない、こういうふうな

こと。審査が悪いのか、調査が悪いのか、申請が悪い

のか、入り口論で言うと事故繰り越しをしたと。こう

いうことになると、これからの私らの審議権、調査権

の分では、事務説明だけではなく、事故繰り越し、あ

るいは明許繰り越しをする、改めて説明をいただくよ

うなことをして、所期の目的の事業を達せられるよう

に当局も私らも事業申請もうまくいくようにやらない

と、被災者を救済するための事業が、被災者を苦しめ
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るような事業にならないような施策を考えなきゃなら

ないと思うんですが、その２点、３点、ご説明いただ

きたい。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、議会に 初に

この案件を提案させていただいたのは、予算の議決と

いうことで、３月の補正予算、平成24年度の３月議会

になりますが、25年２月22日ということでございます。 

 その次の点でございますが、確かにこれを未然にわ

かればよかったんでしょうけども、それがわかったの

が、２月の下旬でございまして、補助金交付契約には、

その補助事業に適合しないと認めるときには、適合さ

せるように措置を講じさせることができるということ

で、それも検討いたしました。納入業者にその辺を確

認しましたが、その改善を図るには、約６カ月を要す

るということで、本年度事故繰り越しの年度になって

おりましたので、それはもやはできないだろうと。本

当に全く残念だったわけでございますが、 終的に、

これは補助交付契約を解除せざるを得ないという判断

に至ったものでございます。 

 この事業主体は、久慈市冷凍水産加工業協同組合に

なっております。そこから、その組合を通してその組

合員である今回の実質的な使用主体となる業者が、こ

の施設を使用することになっておりまして、この補助

金交付契約の解除は、久慈市からは、久慈市との関係

は、久慈市冷凍水産加工業協同組合に行っております。

ここには、普代から洋野まで20社加盟しております。

そして、この補助金解除によって、その使用する業者

が、例えばプラントを運営できなくなった場合、それ

の補助金返還が久慈市冷凍水産加工業協同組合にも及

びかねないということで、今、これは、毎晩、夜に県

と市で定例対策会議を開いてございます。そして、ど

のような形で影響が 小限に済むような形に終着させ

ることができるだろうかという観点に立って、今検討

しておりますので、ぜひその点のご理解をいただきた

いと考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  理解したいと思っています。 

 そもそも論でいうと、この事業を申請して許可した

ところはどこですか、認可したところは。１点目。 

 今度は、これはおかしいと目的外使用なり、返還命

令をするという、したところ、その指摘をしたところ

はどこですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  これは、国の国費が

先ほど言いましたように３分の２入っておりますので、

その事業は農林水産省の事業となっております。そし

て、補助金交付契約はそれに基づいて、先ほど言いま

したが、９分の７の補助金については、県と事業主体

である加工協が、そして、９分の１の分が市と加工協

が交付契約を結んでいるというものでございます。 

 農林水産省の水産庁ということになります。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  簡単に。申請するでしょう、事業の

申請、そして、行くところは 後は国でしょう。そう

じゃなくて、そこで、はいこの事業はオーケーだと、

いいと言うところは、知事かどこかじゃないの、県じ

ゃないの。そして、今度は、これを返せとか目的外使

用だとかと言っているところは、同じ部局じゃないの

かということをちょっと確認したいんです。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  先ほども言いました

ように、これは、農林水産省の事業でございますので、

その事業計画を承認するところは水産庁ということに

なってございます。ただし、補助金交付契約を締結し

ているのは、先ほど言ったように、県と事業主体、そ

して、市と事業主体でございますので、今返還を求め

ているのは、県と市それぞれということになるもので

ございます。 

 国費が入っているのは、先ほども言いましたが、国

から県に来ております。そして、県の９分の１を合わ

せた９分の７が事業主体に交付されると。市は、国費、

県費が入っておりません。市から直接９分の１を事業

主体に交付するということで、それぞれの分の補助金、

既に交付した分について、補助金の返還を求めている

ものでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  間々あるんですが、私も裁判に３件

ぐらいかかわっておりますので、犯人探しをする前に、

そのスキーム、この事業を申請する、認可が出る、事

業に着手する、完成検査をする。そういう一連の中で、

認可するところも同じ、検査するところも同じ、指摘

をするところも同じだと、事業やったり受けたり、申

請した業者さんなり団体だけの責任になるでしょうか。
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その辺あたりをきちっと検証しながら、被災者を救済

する事業を構成したり、再生したり、成功させるよう

に努力してください。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  誤解のないようにし

ていただきたいと思いますが、我々は犯人探しをして

いるつもりはございません。今回 終的に水産庁の補

助事業として、補助要件には合致しないと判断せざる

を得ないと判断したことから、３月９日付で補助金交

付契約を解除したと。そして、既に、久慈市は６月20

日に事業者の加工協に前金払いを交付しているわけで

ございますが、その分についての返還を求めたと。 

 現段階ではそれまででございまして、これ以後につ

きましては、使用する業者が自己資金等を活用して、

引き続きこのプラントを運営していくというのは、そ

れは可能であろうというふうに判断しているといるも

のでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私からもこの件について何点かお聞

かせを願いたいと思います。 

 まず、予算上の水産業共同利用施設復興整備事業補

助金６億5,625万にかかりまして、まず質問させてい

ただきますが、これは、昨年の９月議会でしたけれど

も、私から一般質問を通じて、県への重点要望の中で、

東日本大震災からのなりわいの再生に係る支援につい

ての中のプロジェクト２、水産業を復興するにおいて、

水産業の復旧はほぼ完了したということでありますが、

入札不調で事業未着手の危惧があると伺っていると、

それで、企業の見通しはどうだと聞いたらば、平成24

年度の公募の復興交付金事業で採択となった１社が入

札不調で、当初計画の見直しで時間を要して未着手だ

と。この企業はなかなかに期限の関係で、完了期限が

平成26年度限りだから難しいよというふうなことの答

弁があった。この答弁があった後で、 終的にはこの

１社が事業の中断をするという状況になったというふ

うなことです。この事業を中断したことから、いわゆ

るこれに係る予算措置が、結果として支払われない状

況になったというふうなことで、今年度の予算に改め

て27年度募集として、この６億5,600万という予算措

置がなされたということでありますが、それをまず確

認させてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ただいまのご質問で

ございますが、いわゆる復興交付金を活用しての事業

が今回議決をお願いする事業でございます。これは、

二つ事業種別がありまして、水産加工の処理施設、あ

ともう一つが、鮮度保持施設、製氷等の施設になりま

す。この二つの種別あわせて今回の事業費補助金の６

億5,625万円を議決をお願いしている内容でございま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  そこで、次年度予算の歳入を見ると、

この６億5,000万円は私見受けなかったような気がし

て、いわば26年度予算の未執行が結果としてこの財源

になっているかどうかというのを確認させてください。

そして、あわせてこの事業が27年度募集するけれども、

募集の見込みはどうなっているのかというのをまずお

答えください。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、歳入につきま

しては、復興のほうでやっておりますので、私のほう

からはこの募集の関係でございます。これにつきまし

ては、ホームページ等により公募をかけていきたいと

いうふうに思ってございます。それも、一応集中復興

期間が27年度までとなってございますので、できるだ

け早い段階でそういった公募をかけていく必要がある

だろうというふうに思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  それで、本来の議論に戻るけれども、

27年度が復興集中期間というふうなこともあり、予算

措置も27年度で打ち切られるよという状況下でありま

す。今日の資材の高騰等々、非常に事業をする上での

予算が膨らんでいるという状況もあるというようなこ

とを考えると、しかも、今回の認定をし、 終的には

交付解除という状況になると、非常に事業者は手を挙

げづらい環境が今回生まれたなと思っております。と

いうのは、本論からいえば、完了間際の事業が２月下

旬の資料によって明らかになった、判明した。１週間

たつかたたないでこの契約が打ち切れらという解除さ

れたという、これは調査期間なのかどうか、あるいは

相手方にきちっと弁明のチャンスがあって、その弁明

を聞いたことについてもきちっと調査したかどうかと

いうことが、私大きな疑問を実は持っているんであり
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ます。 

 というのは、鶏の残さ処理機、あるいはフェザー処

理機とこう言った、業者はそうだと言った。この業者

は設置した業者だ。初めから、業者が初めから申請段

階で業者が目的外の機械を設置したことになる。業者

は、前渡し金を受領しているんです、現実問題は。業

者が、車に例えれば、ナンバープレートのない車を置

いていったと。しかも、実は目的が一緒の車だったと。

しかし、完了検査してないもんだから、当然にナン

バープレートはつかないよと。業者にみれば、その機

械は全く使えない機械を今現在置いている。しかし、

事業の流れの中で前渡し金という制度があり、この前

渡し金が業者にも流れ、私の調査によれば１億5,000

万程度のお金がもう業者に渡っている。その業者が実

は目的外の機械ですよと言ったって話なんです。非常

にこれはおかしな話だ。 

 私の調査によれば、この見積もりの段階で、入札不

調があり、見積もり段階で釧路プラントというところ

にも見積もりを依頼しているんです。その名前は、イ

カの内臓、ホタテの残さ処理機なの。これが約５億

5,000万円だったの。一方、この機械は三菱の機械だ

けれども、三菱の機械は、鶏の残さ処理機は実績があ

る機械であるよと。当然にホタテ、イカの内臓が処理

できますよと。さらに実績がある機械なもんだから、

産業廃棄物の処理において、脱臭とか、そういった問

題についても実績があるので、非常にこれは優秀な機

械だ。もちろん依頼されたイカの内臓、ホタテ残さ処

理はもう安心して仕事ができますということで、４億

2,000万ちょっとだったものだから、１億円余の違い

があれば、業者とすれば当然にこの三菱のほうにいっ

たんです。結果、今聞いたらば、そんな機械じゃねえ

みたいな話をされたという非常にへんてこな話がまか

り通っていると私は思っているんです。しかも、鶏の

残さ処理というのは、産業廃棄物処理業とすれば保健

所の許可が必要なんです、鶏の残さを処理するための

保健所への鳥の許可が必要だ、認可が必要だ。その申

請事務を大原商店さんはしてないというんです。鶏の

残さ処理をするためには保健所の許可が必要だ。しか

し、保健所の許可をとってないということは、裏を返

せば、鶏の残さは処理する計画にないということを明

らかなんです。私はその辺の弁明調査、あるいは保健

所の申請等についてもきちっと相手方から聞いて、そ

して、その辺は調査したのかということについて、ま

ずご答弁ください。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  その辺のところは慎

重に調査をさせていただいたと思っております。そし

て、 終的に、その業者とその納入業者の確定仕様書、

そこに今回使用するその業者のサインを自分で自署し

たサインがございます。それをもって、そして、その

納入業者においても、それは鶏の処理機器であると。

水産系は、先ほども言いましたように、１ラインはで

きるかもしれないけれども、製品としての保証はでき

ないということで、その辺については、ちゃんと業者

も理解しているはずだと。使用する業者の主張も、納

入業者のほうにぶつけましたけれども、それは事実無

根であるという回答をいただいて、書類として残って

いるのがそういうふうな形でございましたので、今回、

補助金交付契約を解除せざるを得ないという判断に至

ったものでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  三菱の納入業者は三菱です。私もサ

イン見ました。しかし、それは時間的な余裕がないの

で、実績としての説明を受けて、さらに、イカ、ホタ

テについてはどうですか、できますということで仕様

書がさらにグレードアップする仕掛けだったんです。

鳥の残さは実績がある。今回ここの納入することによ

って、イカ、ホタテの水産系の残さ処理もできるとい

うことで、グレードアップするという、そういう説明

を受けたと。それで、その仕様書の受領サインをした。

それは鶏の残さの。 

 なぜかといえば、基本的には企業の機械というのは、

これは企業秘密に属する機械なんです。どこだりに出

せるわけにはいかない機械なんです。だから、この書

類は、きちんとどこどこに出したという証がなければ、

仕様書というのは見せられないんです。これはやっぱ

り非常に企業の機密に、特許にかかわる問題がたくさ

んあります。それで受領しているんです。 

 しかし、受領しているけど、その担当者は今三菱を

辞めたそうですけども、その説明された方が西川さん

という方が、そのサインにも載っていますが、三菱の

サインにも載っているんですけども、その仕様書、市

がいろいろ話をしている判明した資料は、やはりきち

んと議会に提出していただく、この根拠はこうでした
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よと。私は、その資料を見てますけれども、いずれ、

私が見ているのはサインした資料です。そのサインし

た資料はどこにも出てないんです、どこにも。大原さ

んからは出てないんです、確認しました。私は聞いた

らば、サインのない今度は仕様書が出てきたんです、

分厚いのが。これは、どこかから来たのと聞いたなら

ば、三菱さんが県に実は森のトレーで問題になった銀

行が担保を設定したくて、その担保を設定するのがで

きるかどうかというのを県に確認する処理があるんで

すが、そこの計画書を、マルスイを通じて県に提出す

る際に、マルスイもその仕様書は出してないんです。

三菱さんが直接県に出した仕様書なんです。私はこの

一連の流れを見て、非常に今回の事業というのは、設

置する機械と、大原さん、逆に大原さんは裏切れた環

境にあると思います。１億5,000万弱が今三菱さんに

いってます。三菱さんとの機械の関係はどうなるかと

いうことについてはどういうふうに考えているのかと

いうのが一つあります。 

 それから、契約の関係でいえば、甲と乙は県と冷凍

加工、市と冷凍加工なんです。しかし、日報では、

初の報道では業者の名前が出てこなかったんです。

我々は10日の日に資料を見せられましたが、大原商店

って出てくるんです。市が求める相手は冷凍加工なん

です。冷凍加工は、逆に大原さんに求めるという順番

なんです。だとすれば、市がこの書類を議会に提出し

た資料ですけれども、大原商店で出てきたんです。私

はびっくりしました。本来、市と関係あるのはマルス

イですから、マルスイが補助事業によって、補助事業

目的外をしたということなんです、契約上は。そして、

委託先は大原さんだけども、大原との関係は冷凍加工

との関係になってきます。調査したのは市であって、

県であっても、１週間足らずかそこらで決めつけるん

だけれども、そして、保健所の認可については調査を

したというんですけども、私も見ました、どこにもな

いんです、どこにも。保健所に申請している鶏の残さ

処理を保健所に申請してないんです。申請しなければ、

許可がなければ鳥の残さ処理はできないことはいかが

ですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  今、担保設定の話が

出ました。この資金が融資が非常に厳しくて金融機関

から担保設定をしたいと、その話は事実でございます。 

 したがいまして、その方向で、それは、所管の農林

水産大臣の承認があれば担保設定ができるということ

で、その方向で作業を進めておりました。その段階で

大原商店さんが、金融機関等にこの資金を受けるに当

たって出している計画書、それがまさしく水産系じゃ

ない、鶏のそれしか判断せざるを得ない内容だったと。

うちが求めたのは、ただ収支計画等でございます。収

支計画とかその他の関係する 低限のものを事業主体

である加工協から求めたものでございますが、そこに

たびたびチキンでありますとかフェザーという記述が

出てきた。そして、収支計画も今後の伸びが水産系の

処理が全く出てこなくて、チキンの伸びといいますか、

チキンだけの記述になっていたことから、そこで先ほ

ど言いましたけども、 終確定仕様書、そういったの

を調査しましたところ、これはまさしくチキンのため

の処理機器と判断せざるを得ないということに至った

ものでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私の質問に答えてもらいたい。私の

質問は、保健所の認可がなければ、計画は絵に描いた

餅なんですよと。しかも、その計画書私も見てます。

県の計画書、実は、鶏の残さの絡みの中で、盛岡の外

部監査法人が会計士なんだけれども、第三者なんだけ

れども、第三者が銀行融資のための書類上を出した書

類であり、それを直さなきゃならなかったと、フィッ

シュミールに、フィッシュに直さなきゃなんなくて、

それを出てしまったもんですから、その書類を訂正す

る、修正するということでかけ合った経過がある。で

も、もう県はこのチキンミールの計画があったから、

もうこれだということで決めつけた結果の、これは仕

様書と計画書なんです。今回、当局がそれを判断に至

った理由は、この仕様書とまさに計画書と私は思って

ます。その仕様書は、先ほど言った話だし、それから、

計画書は、銀行融資のための 初の入り口論で書いた

計画書で、これを担保設定に向けて云々という際に、

いや、実はその計画書はフィッシュミールにしなけれ

ばならない、現状は。そういう差しかえを拒否された

んです。拒否されたものをもってこうやってくるんで

す。まさに、大沢さんが言ったように、震災から復興

しましょうという意味で、震災の復興するための環境

を、６カ月ですか、何とかしようということで、そし

て、機械屋に言ったら６カ月かかるだめみたいな話、
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機械屋が仕様書がだめ、それから直すのもだめ、それ

から間違った修正すべき資料がそれはもう返さないと

いうふうな状況なんです。 

 私の質問は、いずれ保健所が許可しなければ、実際

には作業できないということなんです。つまり、それ

をして、何で釧路プラントには、そういったきちっと

した名目の名前が入っているんです。片一方は、それ

は、フィッシュミールにプラス優れた機械だというこ

とで大原さんはそれを受けたんです。そして、気がつ

いたら、はしごを外したのは結果として機械屋だった

ということなの。はしご外した機械屋が１億5,000万

円もらってるんですけども、それはどうなっていくん

ですか、例えば。 

○委員長（桑田鉄男君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  施設の稼働にかかわ

っての許可の関係でございますけれども、廃棄物処理

法、廃措法関係で、いずれ許可は必要なことはそのと

おりかと思います。ただ、施設整備後において許可を

とって稼働することは可能というふうでございますの

で、仮に現在許可をもらってなくても、今後、きちん

と完成をして、その後に許可を得るということは可能

かというふうに思ってございます。 

 それから、計画の差しかえを拒んだというふうなお

話がございましたけれども、そのことについては承知

はしていないところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  委員さんから、今いろいろ

ご質問いただきました。市とすれば、県と一緒になっ

て今回の件に関しては調査をし、そして、補助申請と

事業計画と異なる補助対象外の機器の整備をしたとい

う判断をしたものでございまして、それに伴ってこの

補助金交付契約を解除し、補助金の返還請求を久慈市

冷凍水産加工業協同組合に対して行ったという、そう

いう事実でございまして、よろしくお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  こればっかりは、副市長、申しわけ

ないけれども、はい、そうですかというわけにはいか

ないんです。これは、 終的には、市と県は、そうい

う機械を認定したと。いずれ仕様書等、その計画書を

一回出してもらえればいいんですが。そして、認定し

た、１週間かそこらで認定した。だから、返還命令を

出した。その返還命令の出し方も、私ら議会に来たの

はさっき言いましたけど、本当は大原商店の名前が出

てきちゃいけないんです、本来ここに。ここには、甲

と乙の関係しかないから、甲たる市が、乙へ目的外の

機械を設置したことがあって、乙に返還命令をするこ

とであって、中身とすれば、委託された業者、大原さ

んだけれども、大原さんは、この段階ではまだ某なん

です。それが、いきなりまさに大原さんが非常に違法

な行為を、初めから解除理由ですけれども、交付申請

時から、補助対象外である残さ処理を計画したと。し

かも、部長の答弁では、設置してから、鶏のフェザー

を求めることができるたって、補助事業ですよ、これ。

鳥の残さを補助事業でやるとすれば、当然、市も県に

も保健所も当然相談しなきゃなんないでしょう、補助

金命令は、必ず補助金目的外だから、そんなことをし

ますか。補助目的外のことを、改めて機械設置してか

ら鶏の許可をします。そしたら、会計検査院からまさ

に指摘されるような話じゃないですか。森のトレーは、

機械を設置して受領し、お金を払って稼働したの。そ

したら、会計検査院から指摘されたの、目的どおりや

ってないと。したがって、補助参加までしたの、市は。 

 今回のは全くそれ以前の話なんです。そういう事件

がこれまで、事案がじゃあ目的外の補助事業、これま

での市の経験では何件ぐらいあります。たくさんあり

ますか。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  補助事業に違反した件はあ

るかということでございますが、それらに関しては、

今、把握しておりませんので、勘弁いただきたいと思

います。 

 先ほどの繰り返しになりますけども、この事業に関

してるる調査をし、県と一緒になって、そして対応を

考えて、交付契約を解除すると。そして、補助金の返

還請求をするということで、県と一緒に足並みをそろ

えて、久慈市冷凍水産加工業協同組合に対して行った

ものでございますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  こうなるともうまさに水掛け論にな

っちゃう。市と県はいずれそう認定したと。だから、

もうこれでいきますよというスキームを発動したんで

す。しかし、私らは今調査の、途に就いたばっかりで

す。私は、先ほど繰り返すけれども、事業を遂行する
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には、保健所の許可が必要ですよ。当然に県市の補助

金事業ですから、こういう事業をやりますよというこ

とを必ずなきゃなんないんです。あり得ないとすれば、

計画ということをしてないということになるんです。

だろう運転じゃだめです、だろう運転じゃ。私は、

終的にこの問題は司法にいくと思います、 終的には。

だから、はい、そうですかという状況に私としてはな

らない。これについては、これからもいろいろ角度を

変えながらも、善良な事業者、津波被災から早く復興

して、雇用形態を守っていこうとした人間が一生懸命

いたという、三菱という機械屋がわけわかんないこと

をしてて、それに乗っかっているというふうにしか思

えない。いずれ三菱に対する１億5,000万というお金

がいっているわけだから。そのお金は 終的にマルス

イが返還命令を出すということになるのですか、その

点について１点だけ。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  久慈市が請求してい

るのは、久慈市冷凍水産加工業協同組合に対してでご

ざいますので、請求を求める相手先は、加工協という

ことになります。 

 そして、同日付けで、加工協が大原商店さんにも、

同じように返還を求めているということは承知してお

ります。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  だから、私は言っているんです。こ

の大原商店は、マルスイの次に来るでしょう。私は、

三菱がどうなると関与、関知しませんと。私らはいず

れマルスイに求めると。だから、マルスイが大原さん

に求めるわけです。市とマルスイの関係、冷凍加工の

関係。何でこうやって、こういうふうに大原商店を名

指しでやらなきゃならなかったのか。私は、この点に

ついて大きな疑問を持っているんです。いずれ契約の

相手は、甲は市で、乙は冷凍加工、冷凍加工はグルー

プ補助金云々かんぬんで今説明があったとおり、非常

に国から指摘される可能性が出てきたんです。事業主

体が冷凍加工なもんだから、冷凍加工がいわば不正受

給したことになるんです。そうすると、国がこれをど

う判断するかというのは非常に大きな問題としてここ

に別立てであるんだけれども、いずれ今回の問題の基

本は、市と県は冷凍加工に求めるということしか答弁

としてはなってないわけです。マルスイからは、冷凍

加工からは大原さんに求める。大原さんは、どうする

か知らない、そういった問題じゃないんです。こうい

った問題は、そういうお金の流れがはっきりしてるわ

けだから。そうすれば、不正に行ったお金が、 終的

に三菱がもらい得じゃうまくないわけです。きちっと

三菱に対して機械は返す、用のない機械はもっていっ

てもらう。例えば、このとおりであれば。そして、お

金も返還してもらうというのが、正しい 終的な処理

の仕方なわけですけれども、答弁は、課長はそこまで

は関与してないということだから、それはそれで聞い

ておきます。 

○委員長（桑田鉄男君）  この際、昼食のため休憩い

たします。再開は午後１時ちょうどとします。 

    午後０時02分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○委員長（桑田鉄男君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 一般会計、歳出、６款農林水産業費の審査を継続し

ます。 

 質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  69ページ、畜産業費のところですが、

いわて型牧草地再生対策事業、これは継続して行って

いるわけですけれども、この場所と面積、それから効

果のほどについて一つは質問します。 

 もう一つは、農地費の県営ため池等整備事業負担金、

これも継続して事業を行って、平成28年度までの事業

かと思いますが、ことしの工事予定等についてお願い

します。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  まず、いわて型牧草地再

生対策事業についてお答えいたします。 

 場所でございますが、侍浜町、夏井町、山根町、山

形町の４カ所で、面積が約79ヘクタールを予定してご

ざいます。 

 効果でございますが、放射能の率が100ベクレル以

下、それから乳牛に関するやつは50ベクレル以下のや

つを対象として、農家さんの希望する農地について除

染作業をするものでございますが、これは草地更新と

同じ効果がございまして、痩せた農地といいますか、

それが解消されて、一面に牧草が生えれるというふう

な効果がございます。一番は風評被害がこれは事業の
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内容でございます。 

 次に、ため池関係でございますが、県営ため池等整

備事業費でございますが、今年度は事業費8,000万で

広域農道、久慈高から夏井に抜ける道路の山岸沿いに

水路がございますが、これから下流部分を約430メー

ターを施工するとお伺いしております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  草地更新の部分で、草地更新の効果

があるということですが、放射能が低下するわけです

けれども、その効果の度合いというのはどのぐらいに

なるんでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  今でも基準値以下のレベ

ルに対して、農家さんの希望でこの事業は行われる事

業でございまして、事業着手前とその後の放射能の数

値につきましては、ちょっと今、資料を取り寄せまし

て回答いたしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  審査の流れからいって、先ほど来、

問題になっている加工協の問題について一つお聞かせ

ください。 

 まず、第一は事務的な問題ですが、この補助交付契

約を結んでるわけですが、その際に加工協と市の関係

で補助契約があると思うんですが、連帯保証があるの

かどうか、あるとすればどういう形になっているのか、

まずお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  連帯保証人について

のご質問でございますが、補助金交付契約で久慈市と

久慈市冷凍水産加工業が契約をしておりまして、連帯

保証はとっておりません。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  連帯保証はとってないということ

ですが、そこで先ほど来、議論になっているわけです

が、問題の核心はやっぱり補助対象の内容がどういう

範囲にあるのか、そして実際に補助を受けて実施をし

たのが、それの範疇に含まれるのかどうかということ

が眼目だと思うんです。 

 そこで、先ほど来、いわゆる加工協の主張、あるい

は機械設備を納入した企業の主張、それぞれ紹介され

たわけですけれども、いかんせん、まだ入り口の段階

で、真相解明といいますか、これからだというふうに

思うんです。 

 そこで、先ほど来、梶谷委員からも、濱欠委員から

も資料の提供請求があるわけですが、可能な限り早い

時期にそれぞれの関係者の主張、それを証明する資料

等もあれば、それも添付してしかるべき時期に議会に

も提示して、それを受けた上で十分な審議をしたいと

いうふうに思うんですが、いかがですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  先ほど来、再三申し述べて

おりますが、今は補助金の契約を解除したと、そして

補助金の返還請求をいたしましたよということでござ

います。 

 今後の問題等については、岩手県と相談しながら、

どのような形あるいはどのようなことができるのか、

それらについては、今後、議会とも相談しなければな

らない、そういう時期が来ると思います。 

 それに向けて、今、一生懸命、岩手県と相談をして

いる 中でございまして、出せる資料等についてもそ

の時期がまいりましたら、資料についても当然に開示

をして、そして議会とも相談したいというように考え

ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  午前中からの加工協の補助金返還に

関連して、ちょっと教えていただきたいと思うんです

が、現在この建物がある中に機械を導入して操業する

んだということなのか、それとも機械も建物も一から

新しくつくってやるための補助金申請の事業なのかを

ちょっと教えてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  この事業でございま

すが、復旧支援事業として、23年度の事業と24年度の

事業がございます。 

 23年度の事業は、いわゆる大量に水産系の水産物を

処理する機械、連続方式として処理した分、機械でご

ざいます。 

 そして、今回のものは、バッチ方式といいまして、

小ロットのもの、連続処理には適さないもの、具体的

には申請の段階では、イカ、ホタテの処理機器という

ことで上がってきたものでございまして、そこで区分

されているものでございます。 
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 建物につきましては、23年度の事業で整備を行って

おります。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  金額的に言っても、かなり大規模な

ものだと思うんですが、要は水質汚濁防止法に対象に

なる規模の施設なのか。要するに１日50トン以上の排

水だと、水質汚濁防止法の対象になろうかと思うんで

すが、そういった形に対象になる操業の目的の施設な

のか。 

 それから、水産関係に関する場合の保健所に対する

許可の関係、あるいは鶏の関係をやるにしても、保健

所との関係はどのような関係にあって、操業が可能な

のかを、わかる範囲でおっしゃってください。 

○委員長（桑田鉄男君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  排水処理の関係での

ご質問でございましたけれども、この復旧支援事業に

よりまして、排水処理施設につきましても整備をして

ございます。 

 ということで、公害防止関係法令等に適合するため

の施設を整備したということでございます。 

 また、施設稼働のための許可関係でございますけれ

ども、いずれ廃棄物処理法あるいは化製場法に基づい

て、この処理をしていかなければならないということ

でございますので、いずれ稼働にあたっては許可が必

要だということでございます。 

 なお、復旧でございますので、いずれ、一回、施設

は損壊をしてございますので、免許はそのままとして

も、機械が新しくなるわけでございますので、その機

械について確認を受けるというふうなことでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  了解いたしました。 

 それから、69ページ、この多面的機能支払交付金と

いうのの中身についてお知らせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  多面的機能支払交付金に

ついてお答えいたします。 

 この事業は、昨年の国の農政改革によりまして、昨

年までは農地・水保全管理支払交付金として事業を実

施していたものでございますが、これが多面的機能支

払ということに切りかわったものでございます。 

 この中身につきましては、農地維持支払、それから

資源向上支払、それから資源向上支払の中でも長寿命

化と、この３つの分野に分かれてございまして、その

対象面積について支援の交付金が交付されるものでご

ざいます。 

 中身といたしましては、農地ののり面の草刈りや水

路の泥上げ、それから農道の路面維持等を実施してや

るものでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  国のほうの枠組からの多面的機能支

払という名称から、県営のため池に変わったんだとい

うことでよろしいか。 

 そうじゃなくて、国のほうの制度としてはそのまま

なんだけれども、名称としては県営ため池というよう

な名称に変わったという意味なのですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  ため池等の事業とは、ま

たこれは別でございます。 

 農地・水保全管理支払交付金事業ということで、昨

年まで実施していた事業でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  それはそれでよろしいですが、要す

るに久慈市内の農業生産状況の条件というものは、米

どころの秋田とか山形とか、ああいう恵まれた大規模

な水田地帯と比較すれば、面積が小規模で、なおかつ

農業生産だけで生活をなかなかできない、そういう地

理的条件、気象条件、こういったところに我々は住ん

でいるわけでございまして、農業生産に対する国の予

算カットに対する農業関連団体から農業の重要さを主

張するとき、よく出てくるのは、この多面的機能を農

業は担っているんだということは、国際社会に訴える

ときも、国内においてもよく使う言葉なんですけれど

も、この表現は私はまさしくこの地方に打ってつけの

状況にあるというふうに思いますので、ここに力を入

れていくべきじゃないのかなというふうに思うんです。 

 それで、前にもちょっと申し上げたんですが、今は

全国的に耕作放棄地が多くなって、これを解消してい

くなかなかいい手だても、後継者の育成も、全国どこ

でも非常に苦労していると。そういった状況の中で耕

作放棄地を解消していく、改善していくという手だて
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の手段として、私はこの多面的機能を拡大して取り組

んでいくという久慈市独自の農業施策のあり方という

ものを、私はしていくべきだというふうに思うんです。 

 それはどういうことかと言うと、前にもお話申し上

げたような昔のソビエト連邦ではコルホーズ、ソホー

ズ、集団農場、国営農場というものをやってきたとい

うのが世界に宣伝されてきたわけですが、まさしくこ

の当地方、久慈においてこそ、この集団営農的なもの

に市の農政の柱として捉えて、多面的機能を維持して

いくんだという計画を私はつくっていくべきだ。そう

することにおいて、このため池なり、田んぼのあぜ道

なり、いろんなところの草刈りにも環境整備にもつな

がっていくという意味からすれば、私は集団営農に力

を入れていく。その根本の柱は、この多面的機能を充

実させていくんだという考えを持っていくべきだと思

うんですが、考え方をちょっと聞かせてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  まさしくこの多面的機能

のこの事業でございますが、地域共同で多面的機能を

支える活動ということで、地域資源の質的向上等を図

る活動を行う組織を支援してまいるものでございまし

て、このことによって、現在、担い手さんが一生懸命、

草刈りとか何とか生産活動に支障が出るような労力を

さらに費やしているような状況の解消にもあるわけで

ございまして、これは本当にいい制度と考えますので、

現在、久慈市には８組織で、各地区、宇部町２地区、

夏井町２地区、大川目町、小久慈町、久慈地区と実施

してございますが、さらに意欲のある組織等、また周

知等を図って広めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  ぜひこれを充実させるような形で取

り組んでいただくよう強くお願いしたいと思います。 

 それから、短角牛の基幹牧場指定管理、ここに相当

するかはどうかは別として、久慈市の市営牧野という

か、牧場というか、山根のほうにございますが、白樺

牧場かな。あそこに１人、牛を管理する人が泊まって

おるんですけれども、たまたま昨年か大雪が降って１

週間も家に帰れなくなった。 

 それで、携帯電話か何かは通じたんでしょうから、

それで食料は下から歩いて運んでもらって、何とか事

なきを得たということなんですが、その方からお話を

伺ったら、１人でとにかく、そこに、農協さんに久慈

市のほうが委託しているというような関係のようでご

ざいますので、１人の人間がそこへ通って仕事をして

いるんですけれども、私は山の奥に、何もないときは

１人でもいいと思うんですけれども、万が一、何らか

の事故なり何なりなったときは、誰も助ける人もいな

ければ、連絡をする人もいないというような形な状態

なんです。 

 ですから、そういう状態に関しては、せめて８時か

ら５時までぐらいは、委託先の農協さんであれ、ある

いは市のほうであれ、どなたかが時間から時間までの

間ぐらいは、複数の人がおれるような状態にしないと、

万が一の場合、大変じゃないかなという思いをしてき

たんですけれども、そういった部分については、どの

ように把握されているかお尋ねします。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  白樺平公共牧場のことで

ございますが、確かに昨年、市内全域の大雪によりま

して、管理人が孤立状態になったのは承知していると

ころでございます。 

 市内一斉の降雪ということで、除雪車等の手配も大

変でありましたが、人命にかかわることなので、担当

課のほうに何とか早急にやってもらいたいということ

で話をしたわけですが、積雪深が大分あり、除雪車の

搬入も難しいということで、農協、ＪＡのほうで、人

力によりまして水等を運搬したという事実がございま

す。 

 安全、豪雪地帯とも言えるような場所にございます

ので、今度、ラッセル車も担当課には入ったようです

ので、そこら辺は除雪担当のほうと話をしながらやっ

ていきたいと思います。 

 あと、この管理人１人の関係でございますが、畜産

開発公社のほうでＪＡのほうに委託していることでご

ざいます。 

 これにつきましても、ＪＡと畜産開発公社のほうと

意見交換等しながら、どうあるべきかを検討してもら

いたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  69ページの上段ですが、先ほど梶

谷委員のほうから、若干、いわて型牧草地再生対策事
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業ですか、それのお話があったんですが、端的に１点

聞きます。 

 と申しますのは、いわゆる通称エリート牧場、公共

牧場、エリート牧場なんですが、これの草地更新は、

去年、去年というより今年度なされたのか、あるいは

新年度で計画されているのか、その辺をちょっとお知

らせ願いたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  短角牛基幹牧場です。

通称エリート牧場ですが、更新はしておりませんが、

ところどころ草がなくなったところに、種子等をまい

て対応しているところでございまして、今年度もその

ような対応をする計画でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  やっぱり今年度やる計画なんです

か。 

 しっかりやっていただきたいと思うんですが、大体、

草地更新というのが７年に一度ぐらいやるのがベスト

だというふうに言われているわけですが、基幹牧場、

恐らく30年、40年間放置されて、粗飼料の収穫量とい

うんですか、そういうものも大幅に落ちているという

ことを随分心配しておりました。 

 過日、新聞報道でありました、エリート牧場周辺に、

いわゆる40基の大型風力発電施設、そういうものが久

慈市の年間の総予算額に当たるぐらいの264億ですか、

そういう予算でもって、県のほうで４カ所選定した中

に入っているというような報道があったわけでござい

ます。40基の264億ですから、一大発電基地になるわ

けでございます。 

 それと隣接するような形でこの短角牛の基幹牧場、

いわゆる通称エリート牧場があるわけでございまして、

考えようによると、ここはもしかすると一大観光地に

なる可能性が非常に高いというふうに思っております

ので、そういうことも視野に入れながら、この草地更

新というのは、やはり草地が粗飼料が少なくなると、

どうしてもそこに放牧する牛の数というものも少なく

なるわけでございますので、きっちりと公共牧場とし

ての認識をきっちり持って、整備していただきたいと

思うんですがいかがですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  エリート牧場の草地

更新につきましては、現場の状況を把握しながら、今

後に向けて対応を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員  もう一言、ご答弁いただきたくて、

ちょっとつけ加えさせていただきます。 

 先ほど言いました、一大観光地になるかもしれない

という、大変なスケールの観光地になるかもしれない

というふうに、私はその可能性が大きいというふうに

捉えておりますけれども、このことについて、どのよ

うに考えておられるかお伺いをしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  エリート牧場につき

ましては、夏に開催しております「べこツアー」等で、

首都圏から来るお客様に対しまして牧場見学、それか

ら餌やり体験等の実績がございますので、その点につ

きまして、これからもいろいろ観光として活用してい

くことを検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  69ページの宇部川地区の基盤整備事

業に関連してお尋ねしたいんですが、新年度の事業の

計画については、感謝を申し上げながら、事業推進を

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 そこで、この事業は集中復興期間に含めたこの基盤

整備事業は、この復興交付金事業と２つの事業でやら

れているエリア、地区でございます。 

 これで終わらない形が見えてきたと、こういうふう

なことで、市長は常に市民から聞きながら、政策を立

案しながらやるわけですが、終局において財源が問題

だと、こういうふうな悩みにぶつかるわけですが、私

どもも、もう当初計画は当初計画で進めてもらいたい

わけですが、そういうふうな事業がおくれる流れの中

で、一般質問でも若干触れましたけれども、農道だっ

た分が、三鉄のガードをくぐるところにかかわる予算

についてはなかなか見通しがとれないと、こういうこ

とを先頭にしながら、これからの集中復興期間終了後

以降の、この復興交付金にかかわる事業等が出るので

はないかと、こういうふうな一つ、各地区、要望事項

なり、市民の声で盛り込める事業を探していただきた

いと思うんです。 
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 例えば、この復興交付金事業でも、補完事業という

メニューがあるわけですけれども、これら等々に乗せ

ていただくように縦横の連携をとりながら、担当部署

任せしないで、生産基盤は生産基盤、営農計画は営農

計画、集中復興期間に終わらないものは何々なのか、

それから地方創生事業のプラン等、これから盛るとい

うことなわけですが、そういうふうな久慈市全体の事

例を言いながら言いますが、社会資本整備事業総合対

策事業に乗れるは何なんだろうと、それから復興事業

で終わらない部分の乗せれる政策は何なんだろうと、

あるいはこれ以外の事業で、久慈市が総合戦略として

やれる横断的な戦略をまとめる、副市長なら副市長が

チーフになって、市民の声、事業の進みぐあいでも、

予算措置が見込めない分を組み立てていく協議が必要

なような気がしますけれども、ひとつ、私らのほ場整

備事業を例にとりながら、考え方をお尋ねしたいと思

います。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの質問でございま

す。 

 市といいますか、全庁挙げてこの調整を図って、市

民の望む、そういう姿を実現してほしいというご質問

だろうというふうにお聞きいたしました。 

 それらについては、今現在も総合政策部中心に各部

の連絡調整を図りながら、そして復興事業であれば復

興担当も一緒になって、どうあればいいかということ

についてはやってるわけですが、今後ともただいまの

ご提言受けまして、全庁挙げての調整、それらに向け

て一生懸命やっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  ぜひひとつ横断的な連携の中で、予

算措置ができないものを盛れる事業メニューを探して

いただきたいと思います。 

 それから、私らのところに、いよいよ生産基盤から

営農計画のほうにシフトしていかなければなりません。 

 昨年度の水稲の価格の値崩れ等々を考えますと、水

稲一本で行くのは難しいのかなという思いはあるわけ

ですが、水稲でない作付をするプラスアルファですよ

ね。一般質問で若干触れたんだけれども、山白玉、山

根の新種をという話したら、病気があってなかなかに

という話も聞きました。 

 先進地事例等を研修してきたメンバーから話聞くと、

黒大豆とか古代米とかいろいろあるようですが、ひと

つ営農組合としても頑張りますけれども、ひとつ市か

らも職員も参加しながら、久慈市の営農形態というの

がどうあればいいかというふうな協議やら検討をする

場があって、今まで進めてきた大川目地区のほ場整備

も含め、これからの農地集約、集積に絡む久慈市の農

政の作目をどういうふうにもっていくかという協議が

必要だと思うんです。 

 この辺あたりをどのように考えておられるのか、お

尋ねしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  宇部川地区の今後の

営農計画ということでございますけれども、いずれ、

これまでほ場整備を計画するに当たって、さまざまな

話し合いが行われ、それから将来こうあるべきという

ものについて見通しを立てて、この事業に着手をした

というふうに捉えてございます。 

 いずれ、その後の状況変化、昨年の米価の下落等々

もあります。 

 それから、地域の特性を生かした作目、それから地

区の連携という、この地区ならではといいますか、こ

の地区で取り組んでいかなければならない事項等もご

ざいますので、これらについてしっかりと関係機関、

県振興局、農業改良普及センター、そしてＪＡ、そし

て法人化された組織、そして地元の方々、いずれこう

いった方々、十分な話し合いを通じて将来の宇部地区

の活性化といいますか、その地域で農業をしながら、

そこに定住していけるような地域づくり、これらにつ

いてもやっていかなければならないというふうに思っ

てございますので、いずれ話し合いの場、そういった

場を設けるように、お互い連携しながらやっていきた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  大沢委員。 

○大沢俊光委員  ありがとうございます。 

 ひとつ他人行儀でなく、私らも頑張っていきます。

そこをひとつサポートしながらお願いしたいと思いま

す。 

 それから、先ほど副市長から答弁いただきましたが、

部署からは話が出ているかと思うんですが、実はあの

事業エリア内の45号線が地盤が下がっていると。これ
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も一般質問でも触れましたと思うんですが、全くあの

事業の部分では、既存の分を補正して用水排水を45号

線の下をくぐすということですが、もう工事車両が多

いことと排水を改良する地盤、排水が下がって水が抜

けたら、１週間ほどで20センチも国道45号線が下がっ

たっていうんですね。 

 ですから、私らの事業のメニューもないし、エリア

でもやれないんですが、国交省にかかわる部分でござ

いますので、それらも担当部局からきちっと実態を聞

きながら、しかるべき機関に働きかけをしてほしいと、

これは要望です。 

 それで、69ページの先ほどの作目を選定するのに、

価格安定事業が、これは370載ってますが、これはど

のメニューの分ですか。 

 私らがこれからも取りかかりたいのに、そういう価

格保証があるような作目も、仕組みを見ながら検討し

ていかなきゃなんないと思うんですが、ちょっとこの

事業の内容を教えてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  農作物価格安定対策事業

費補助金の内容でございますが、この目的といたしま

しては、ホウレンソウの単価が一定の価格を下回った

とき、差額を補痾するということでございます。 

 事業実施に当たりましては、平成25年から27年に資

金の造成を行い、やるということでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  71ページの新規事業の森林づくりイ

ベント事業費というやつですが、このことを少し、も

う一遍教えていただきたいと思います。 

 それから、原木しいたけに関しまして、若干質問さ

せていただきたいと思いますが、ご承知のとおり、昨

年は、この地区で、久慈石太郎さんが農林大臣賞とい

う大変名誉ある日本一の賞をいただいたわけです。 

 この地区はまさにしいたけの、干ししいたけの岩手

県でもナンバー１の地区になって、なりつつあるわけ

ですが、隣接する町村においては原木が、久慈でもそ

うですけれども、非常に不足しておりまして、そして

高くなってまして、風評被害で、いずれ県南のほうは

原木しいたけはとれない状態でありますので、出荷停

止の状態でありますので、この原木が非常に高くなっ

てなかなか買いづらくなってるということで、隣の町

村において、町有林、村有林の広葉樹のナラ山の部分

を、生産者に、入札なんですが、払い下げみたいな入

札の形で売り渡しているわけですが、当市でもそうい

う方法をとられるお考えがあるかどうか、ちょっと若

干お聞きしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、森林づくりイ

ベント事業費でございます。 

 25年度までは、春に植樹祭、秋に育樹祭とありまし

た。 

 そして、昨年それを一本に統一しまして、９月に久

慈地方森林づくり大会というのを開催しました。 

 これは、第１回目が久慈市で、平庭で開催したとこ

ろでございますけれども、それは管内持ち回りとなっ

ておりまして、４年に１回、順番が回ってくるという

ことでございます。 

 やはり、森林の持つ大切さを啓発していくためには、

久慈市においても、その大会が開催されていない年度

におきましても、久慈市独自でやる必要があるのでは

ないかということから、今回この事業を提案させてい

ただいたものでございまして、これから場所等は検討

になりますが、市民の森等を整備しておりますので、

そういったところでできないのかなというふうに、今

の段階では思っております。 

 規模といたしましては、これからになりますが、大

体、同程度の150人程度を考えているところでござい

ます。 

 それから、原木しいたけでございますが、県南のほ

う、あるいは南のほうにおいては、そういった放射能

の関係で、なかなか大変な状況になっているというこ

とで、こちらに入っている状況もあるというふうに聞

いております。 

 それが、多分、原木の値段を上げているんだろうと

いうふうに思っておりまして、これにつきましては、

今、市が管理しております市有林あるいは森林組合さ

んとも相談しながら、その生産者に適正な価格といい

ますか、行き渡るような形、そういった検討はしてい

きたいと思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点目は、畜産業費に関連するか

と思うんですが、宇部地区にあると畜場の話でござい

ますが、非常に腐食が進んで大変な状況になっている
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というふうに、私、聞いてるんですが、耐用年数等も

来てるかと思うんですが、と畜場についての役割は十

分果たしてきていると思うんですけれども、当面の考

え方といいますか、改築も含めて、どのような考えを

持っているのかお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  広域食肉処理場に関

する施設での老朽化というお話でございますけれども、

27年度におきましては、スキンナー及び汚水処理場基

礎、エアレイターのオーバーホール等を実施する予定

であるという、現在の計画ということで伺っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  と畜場の件にお答え申し上

げます。 

 現地については、市長と私も現場に行って、場長等

から説明を受けてまいりました。 

 城内委員さん、ご指摘のとおり、かなりの部分で老

朽化が進んでおります。 

 そして、そういう中でもって金額的にも大きな額を

要する、そういう改修が必要な部分等もございます。 

 今後はこれらを管内の町村、それからあと企業とい

いますか、等とも、相談をする機会を設けなければな

らないというように考えておりまして、まずは現場の

ほうには、その計画、長期計画といいますか、それが

必要になるということで、その計画づくりについてお

願いしたいということでのお話をしてきたところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  いずれ、早期の対応策というのをつ

くっていただいて、例えば建て替えをするにしても、

あの場所でできるのかどうかも含めて、あの面積そん

なに大きくないんですけれども、そういうことも必要

かと思うんですが、いずれ抜本的にやるとすれば、そ

れなりのお金もかかるわけですけれども、しかしいつ

までも現在の老朽化した状況を放置するわけにはいか

ないということで、既に改修費が相当かかってきてい

るわけですので、今、副市長から話あったように、関

係者でいずれイニシアチブをとっていただきまして、

なくてはならない施設だと私は思います。 

 これがなければ、本当に地域のいわゆる畜産業が発

展しないということになりますので、しかも、いい肉

をこの地区の方々に提供する点から言っても、非常に

重要な施設だと思いますので、この点は強く要望して

おきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、これは肉の加工といいますか、ちょっとお伺

いしたいんですが、九州のこれは熊本の人吉という市

がありますが、その隣に錦町という町があるんです。 

 ここに肉屋さんがあるんですが、これは肉の関係と

のかかわりで聞きますが、ハラールという肉を生産し

てるんです。 

 というのは、これはイスラムの人たちが食べるため

には、こういう処置をしないと食べれないということ

で、ここの会社では、今度インドネシアに輸出を始め

たということでした。 

 そして、次に、私が関心持ったのは、人吉市では、

いわゆる観光客が当然、久慈では台湾とかやってます

けど、これからもインドネシアとか、そういったイス

ラム圏の人たちの方々も国内に来るだろうということ

から言えば、ハラールという形の、ハラールというの

はご存じかと思うんですが、イスラムの人が食べれる

ように加工した肉のことを言うそうですが、こういっ

た肉を、例えば山形の農舎で、そういった加工ができ

ることが可能なのかどうか考えてみていただきたいん

ですが、その辺を含めて短角の牛肉消費とのかかわり

の中で、そういった、これから考えられる観光客を含

めて対応できるような状況、台湾だけでなく、こうい

ったイスラム圏の人たちの方々たちに、来る可能性が

あるわけですので、検討必要ではないかというふうに

思うわけです。 

 特に、インドネシア、マレーシアの約16億人、イス

ラム圏あるそうですから、そういった意味では、こう

いった点、研究していくことが、今、必要なのかなと

いうことを感じましたが、その辺の認識をお聞かせく

ださい。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  ちょっと私も初めて

聞いたものですからお答えできないんですが、農舎の

ほうに対しまして、こういったことがありましたとい

うことで伝えておきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 
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○城内仲悦委員  もう少し情報提供しておけばよかっ

たんですが、いずれ研究していただきたいというふう

に思います。 

 次に、地積調査の関係ですが、なかなか終息しない

で、依然として300万の委託料122万9,000円がついて

いるわけですけれども、これは69ページです。 

 地積調査が、私、以前から指摘をしてるんですが、

昭和40年代というか、初期の国土調査が不正確だった

ということがいろいろ明らかになってきているわけで

す。 

 その際の、今回は北道路の関係で、さまざま市が財

源を出して再調査をしているわけですが、いずれ、そ

ういった点が、今後、出てくるかと思うんですが、そ

うしたときにいわゆる北道路に対応したような形で、

どういう地域でもやっぱり市がきちっと対応していく

ということでやっていただきたいんですが、その点、

確認したいんですがいかがでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  確かに、この国土調

査にかかわって、そういった相談がほぼ毎日のように

当課に来ております。 

 その主な年度といいますか、それがやはり40年代に

かかわっているものが多いというのは、それは事実だ

ろうと思っております。 

 やはり測量の方法、それも今の平面測量といいます

か、今の測量の仕方とは違った、そういった部分もあ

ったのだろうというふうに思っております。 

 ただ、その一方で、既にその国土調査実施から40年、

50年が経過しているのも事実であって、その権利関係

が確定しております。 

 やはり、国土調査を修正するに当たっては、明らか

に国土調査に起因する間違い、それが確かなものとし

て、証拠としてそういったものがない限り、なかなか

境界問題にかかわるものがほとんどでございますので、

相談には乗っていきたいと思いますが、難しいだろう

と思っております。 

 もちろん、明らかに国土調査が間違いと判断された

場合には、それは適正に処理していきたいと思ってお

ります。 

○委員長（桑田鉄男君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  ページ数は73ページなんですけれど

も、ウニとアワビなどの資源確保対策支援事業につい

てお聞きしたいんだけれども、アワビについては、先

日の一般質問でご答弁していただいたので結構でござ

いますが、ウニの移植についての今年度の方針はどの

ようになっているかお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ウニの種苗につきま

しては、昨年度まで無償で漁協を通して各生産部に配

付を行っておりました。 

 それが27年度からは有償になる予定でございます。 

 これに対しまして、震災前、久慈市は種苗購入費の

15％を補助しておりました。27年度もそういう方針で

行きたいと思っております。 

 また、各生産部が深浅移植、沖合いから、それこそ

近場に持ってくる深浅移植につきましては、50％の補

助を考えておりまして、これも引き続き新年度におい

ても予定しているところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  これは復興集中期間の中でもありま

すよね。 

 この50％、そしてまたこの種子の場合は15％という

ことなんですけれども、できるのであれば、漁業者を

助けるためにもう少し補助をいただければいいのかな

と思います。 

 そして、もう一点は、その下段のナマコ産地化の推

進事業費でございますが、このことについてはどうな

んでしょう。種子を各地域に対して配分なのか、それ

とも１カ所に集中してこの事業を行うのか、その点を

確認したいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ウニの種苗購入にか

かわっては、現在のところ震災前と同じ15％、それ以

上になると、やはり予算がもうかなり多額になってき

ますので、震災前と同じ水準で当面は考えていきたい

と思っております。 

 また、ナマコでございますが、これは新年度になり

まして、漁協を通して各生産部から要望をとっていき

たいと思っておりまして、その種苗購入に対しまして

50％の補助を考えているところでございますし、あわ

せまして蝟集施設、種苗のすみ家になるところでござ

います。 

 そして、その適地調査、これに対しましても、同じ

く50％の補助を考えているところでございます。 
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 あわせまして、この増産を図っていくためには売り

方も大切だろうと思っておりまして、これまで生産部

独自に取り組んできたというふうに聞いているところ

でございまして、それはやはりロット数等、他地域と

競争していくためにはロット数をふやしていく必要が

あるだろうということで、それをまとめることができ

ないか。 

 加えて言うならば、洋野町が久慈市よりも先進地で

あると思っております。 

 久慈市だけでまとまるのではなく、できれば久慈管

内でまとまっていくことはできないかということは、

事務段階では話し合っているところでございまして、

これについては漁協等に働きかけていきたいと思って

おります。 

○委員長（桑田鉄男君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  わかりました。 

 いずれにしましても、１カ所の飼育じゃなく、やっ

ぱり各生産部に対して、要望はあると思いますので、

それに総じた個数を各生産部に配付して、そしてテス

トをするなり、段階を踏んでいくのがベストだと思う

んですが、その考え方についてお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  今回の予算計上に当

たっても、事前に漁協を通して各生産部から要望を伺

っているところでございまして、各生産部の希望を踏

まえて、できるだけそのとおりになるような形で配分

していきたいと思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  それでは、67ページの地域農業夢

づくり支援事業にかかわって、ちょっと久慈市の資源

の利活用という観点で、方向を探れないかなと思って

質問いたしますが、今、農地、そして畑とか、いわゆ

る田んぼが、いわゆる荒れた状況になっているわけで

すよね。 

 これを昔の農業、いわゆる個々の農家で何頭はヤギ

なり羊なり、豚なり飼っていたわけですよね、そうい

う昔の農家のあり方に当てはめて新しい農業というか、

そういう方向の考え方ができないかなと、私は、 近、

思ってるんですが。 

 いわゆる例えば堤防の草刈りとか、そういった点等

でも労力がかかわるわけですよね。これにもし、ヤギ

なり羊なりをこういった空いてる場所に、これは当然

何かの電線じゃないけれども、何か柵をやらないとい

けないでしょうけれども、でも昔の農業のあり方を現

在に当てはめた農業のやり方が、私はあるんではない

かなと思ってるんです。 

 大規模じゃなくてもいいんです。各田舎の60、70の

人でも、それだったらできるわけですよね、数頭、何

頭かの単位でも。 

 それがいわゆる個々の収益につながると。ややもす

ると大規模的な集団的なものの考え方ばっかりをしま

すけれども、ちょっと視点をかわせれば新しい産業が

あるんではないかなと、私は、 近、何となく思って

るんです。ちょっと視点をかわせれば、この考え方に

ついてはいかがでしょうか。ちょっと夢があると思い

ますよ。 

○委員長（桑田鉄男君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  地域農業夢づくり支

援事業関連でご質問をいただきました。 

 いずれ、ものをつくって、そして食料をつくるとい

う、そういうつくる喜びといいますか、それが実がな

って、それを皆で家族で分かち合って食べる、そうい

う基本は、いずれ必要だというふうに思っておりまし

た。 

 ただ、いろいろさまざま収穫までには手間がかかり

ます。 

 それで、それを昔のように時間をかけるということ

も必要かと思いますが、いずれ低コスト化ということ

も考えていかなければならないかと思います。 

 委員言うとおり、つくる喜びの中に、次の、例えば

６次加工といいますか、アイスクリームをつくったり、

さまざま考えがいろいろ出てくるかと思います。 

 それから、高齢者の方で、今まで農業をしてなかっ

たんだけれども、久慈に、ふるさとに帰ってきて、そ

こから始めよう、そういうときに今まで農業には従事

しなかったけれども、少しその技術を学んでというふ

うなこともあろうかと思います。 

 いずれ、この夢づくり事業によって、市民農園とは

なっておりますけれども、それが中心になっておりま

すけれども、ただいま委員のご指摘のような、そうい

う少し視点を変えたような農業振興のあり方といいま

すか、そういった部分もこれからのこの事業を進める

上で考えて研究していきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 
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○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  まず、昔は私どもも鶏を20羽とか

30羽飼って卵をとって、それを卵も食べるし、それを

現金化もしたわけです、それをそして小遣いにもした

と、そういう時代があったわけです。 

 それが、 近はまず行われていない。でもふと 近

振り返ってみますと、逆にそれが近代農業のあり方に

当てはまるんではないかなと私は思ってるんです。 

 規模拡張ばっかり追求したわけですよね。でも逆に

田舎なればこそ、田舎であれば、何軒かのところであ

れば、例えば簡単に言うならば、20羽か30羽の鳥の臭

いであれば、さほど気にならないわけですよね。豚で

も何でもそうです。 

 これが何百頭となると、当然いろいろ臭気の問題と

か、いろいろ出てくるわけです。そういった、やはり

視点をかわせたものの見方、産業のあり方というのは、

私はあると考えます。 

 それと、次に、市有林の維持管理にかかわってなん

ですが、維持管理でもいいんですが、市有林のそこに

かかわってなんですが、先ほど下舘委員のほうからシ

イタケ原木が高くなっているとか、高騰して云々かん

ぬんという話に対して、当局サイドは、いわゆる森林

組合に相談しながらという話でございますが、その森

林組合で困っているから、当人がそれを、組合長みず

からがそれを議場で質問してるわけですよね。 

 それと、多分、当局サイドは市有林の状況を把握し

てないんではないかなと思うんです。 

 市有林に、しいたけ原木というのは、例えば30年未

満でないとほとんどだめなわけです。原木にするには

あまの部分がうんと強くないとだめなんです、芯が強

くなると。 

 例えば、簡単に言うならば、50年生のしいたけ原木

なんてほとんどあり得ないんです。50年の樹齢のしい

たけ原木というのは、さねばかりになって全然使い物

にならない、これが本当は現実なんです、しいたけ原

木の場合は。 

 そういった状況と、やはりせっかくある資源をやは

り本当の部分で利活用、やはり活用するといっても、

例えば年次計画をつくるという話等もございましたが、

販売するに当たっても、毎年ある程度の販売をすると

いう形をとっていかないと、業者の皆さんがこれをあ

まり当てにしなくなるんですよね。 

 ことしは売って、来年は売らない。そんなのは、こ

としはだめなんだというような感触を持つわけです。

これは当然、誰もそうです。 

 ですから、市長もお金がない、お金がないって、財

政が逼迫して大変だと、これは私もわかりますし、当

然そうでしょう。 

 みんな福祉向上のために何とかしてくれと、当然、

要求してくるわけですから。福祉向上のためには、当

然、予算がなければだめだし、当たり前の話ですよね。 

 ですから、ある資源をいかに活用するか。あるわけ

ですから、現実に自分の自由になる財産が。 

 市長が「そうだ」と言えば、「部長、じゃあ、こと

しどうしても必要だから、3,000万必要だから、どう

しても必要だからそこを何とか工面してくれ」と言え

ば、簡単にできるんですよ、市長。 

 何もそんなに苦をしなくてもいいです。そりゃあ、

何億というお金をつくるとなれば、そりゃあ、山の乱

伐になるとかいろいろ問題は出てくるんですが、そう

いったこと等は簡単にできますので、市長の答弁をお

願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  一般質問に引き続き、貴重な

アドバイスをいただいてありがとうございます。 

 活用できる資源がしっかりあるということでござい

ますので、さらに市有林の現地もしっかり確認して、

お話のように計画的な伐採をして、販売計画を立てて

いきたいというふうに思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  中塚委員。 

○中塚佳男委員  69ページの宇部川地区農業基盤整備

にかかわってお伺いいたします。 

 今、盛んに工事をやってるわけですが、完成した場

合と今現在の現状の場合の地価の評価額、わかりまし

たらお伺いしたいんですけれども。もしここでわから

なかったら、大川目のほ場整備が終わってるはずです

ので、その評価額、要するに地価の単価が変わってる、

地価の単価って言ったらいいか、田んぼの単価が１町

歩、整備前、１町歩幾らなのか。整備したから１町歩

何ぼとなると思いますけど、もし変わっているのであ

ればお知らせいただきたいし、変わってないのであれ

ばそのままで答弁しなくても結構でございます。 

 あと１点、71ページ、有害鳥獣捕獲事務とあるんで

すけど、これは多分、久慈の猟友会から報告があった
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ろうと思いますが、どの程度、何をどの程度捕獲した

という報告があったのか、報告があったら教えていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  有害鳥獣でございま

す。 

 26年は注意報、熊が多発するという、そういうふう

な、県で８年ぶりに注意報を出したというふうに聞い

ております。 

 ただし、目撃情報がこちらに届いた件数なんですけ

れども、それでいきますと、ここ３年では結果とすれ

ば一番少なかった。25年度並みの50数件という数字で

ございました。 

 ただし、捕獲した熊の頭数というのは、近年では一

番多かったというふうに捉えております。 

 そして、この経費でございますが、今まで熊の出動

に対してだけ報酬を支払っておりましたけれども、こ

れを見直しまして、その報酬については若干下げさせ

ていただいて、４月からニホンジカの一斉取り締まり

が始まります。 

 その鹿に対して、これまで報酬をお支払いしており

ませんでしたが、若干、熊よりは報酬単価、かなり下

がるわけでございますが、鹿に対してもお支払いをし

たい。そしてあわせまして鳥類、鳥の捕獲に対しても、

報酬を設定をさせていただいたところでございます。 

 これは猟友会等の意向も踏まえての予算措置、ただ

金額的には昨年度と同じレベルで抑えたところでござ

います。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  宇部川地区の田んぼの評

価額ということでございますが、今現在、資料を持っ

てございませんので、今、お聞きしてお答えいたしま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  ３点お尋ねしたいと思います。 

 まず、１点目は73ページのウニ・アワビの資源確保

対策の関係なんですが、先般の新政会の一般質問の中

で、多分アワビの資源化のために102万5,000個、2.5

センチ貝だと思うんですが、これを無償で久慈市漁協

管内の生産部に配分すると、こういう回答だったと思

います。 

 私の記憶によれば、平成21年度は、久慈市内の各生

産部全体で66万ちょっとの配分、それから22年は震災

１年前なんですが、これが63万数千個の配分だったと

いうふうに思っています。 

 それからすれば、今回102万5,000個ということにな

りますと、35万ぐらいですか、五、六万、震災前実績

より配分数が多くなるのかなというふうに思います。 

 ということは、震災前の実績掛ける1.6の各生産部

に配分になるのか、どういうふうな配分の考え方で配

分されるのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 102万5,000個というのも、ちょっと確認。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  少し説明に関して言

葉足らずの部分があったのかなと思っております。 

 102万5,000個は、久慈市が希望している個数でござ

います。それに対しまして、栽培漁業センター、震災

前の水準の500万個の供給体制が整いました。 

 しかし、震災でその施設が被害を受けまして、よう

やく復旧をして、27年度から震災前と同じ供給体制が

整ったということでございまして、失われた期間とい

うのがございます。 

 したがいまして、県内沿岸各地の漁協から、かなり

の希望が、それを取り返すために要望数が上がってく

るだろうと思います。 

 なおかつ、27年度については無償でございますので、

もう供給可能の個数を超えて、多分、要望が上がって

くるというふうに思っております。 

 具体的に、久慈市に対してどれほどの個数が配付に

なるというのは、まだ示されていないところでござい

ますが、この要望数とこれまでの実績等を勘案して、

決められるものというふうに思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  わかりました。 

 次に、71ページの木質バイオマスにかかわってお尋

ねしたいと思いますが、侍浜の木質バイオマス、園芸

団地なんですが、会派で、先日、現地調査をさせてい

ただきましたが、思いもかけず大変な岩盤が出てきた

ということであります。 

 この岩盤の露出によって、工事費等がどう増額され

るのかというのが１点目。それから28年の４月から、

事業実施予定で事業が進められておるわけであります

が、80メーターのビニールハウスっていいますか、こ
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の60棟の配置等は、この岩盤によって多分配置が変わ

るだろうというふうに思いますが、28年４月からの事

業開始に影響がないのか、その辺ちょっとお尋ねした

いと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  確かに畑中委員ご指

摘のとおり、現地を整備するに当たりまして岩盤が出

てきたと、初めはそれをそれこそ砕いて整備する予定

でございましたが、どうも岩盤っていいますか、岩山

といいますか、結構ちょっとやそっとじゃ壊れないよ

うな岩盤ということがわかりまして、それには多額の

事業費が要するということになりまして、そこの部分

も活用はさせていただきますが、ハウスの設置にはち

ょっと無理だろうということで、今、委員ご指摘のと

おり配置計画は変更せざるを得ないと、当初、岩盤の

部分にも配置する予定でございましたが、その配置計

画は見直していく必要があるだろうと思っております。 

 そこに60棟の予定をしておりますが、今現在、考え

ているのは、そこにとりあえず配置はするような計画

をしていきたいと、そこで一旦そういった計画をした

後、必要であれば変更等も加えていきたいと思ってお

りますので、まず今の当初の計画は、それで完結をさ

せていきたいと思っております。 

 また、ハウス60棟という施設整備、今、若干苦労を

しているところでございます。 

 というのは、半分程度の国の農林水産省の事業でご

ざいますが、配付といいますか、それが配付予定とな

りました。 

 したがいまして、残りの半分の分について、別の補

助事業等を早急に検討していく必要があるだろうと。

いずれ60棟を予定しての今回のプラント整備となって

おりますので、何が何でもその60棟は整備する方向で

考えていきたいと思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  その60棟は若干前後する部分がある

んだが、28年の４月の事業開始、これまでには60棟を

整備して、予定の28年４月には事業開始ができるとい

うことなのかどうか、その辺ちょっと確認させていた

だきます。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  現時点では、その方

向で考えているところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  69ページの農作物価格安定対策事業

補助関係でちょっとお聞きしたいんですが、実は先般、

一般質問において、米価の下落の関係で質問を会派で

させていただきましたが、その際の答弁に、ＪＡの無

利子米価下落緊急対策資金等、活用していただくとい

うふうなご答弁をいただきましたが、私はこの農作物

の価格安定事業補助金等が、それらにも若干回るのか

なと思ったら、今ホウレンソウの対策だと、こういう

ふうなことなわけでありまして、このＪＡの無利子米

価下落対策資金、この内容、金額、これらはどのよう

になっているのかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  農協の資金ということで

しょうか。 

 農作物価格安定対策事業、ちょっと資料を取り寄せ

ましてお答えいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。中塚委員へ

の保留中の答弁を求めます。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  先ほどの大川目地区の単

価でございますが、平米当たり72円から75円程度と、

この前後で変わっていないということでございます。 

 それから、もう一つ保留いたしておりました梶谷委

員へのお答えでございますが、いわて型牧草地再生対

策事業の放射性物質の測定ということでございますけ

れども、この事業にかかわりましては、基準値以下の

牧草地であることから、放射性物質濃度の測定は行っ

ていないということでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私からは73ページ、漁業の集落環境

整備になります。 

 海に開かれた久慈市ということで、しかも漁業集落

たくさんあるわけでありまして、この事業が導入され

てから久しくなるというようなことであります。 

 一方で、住環境の整備に大いに役立ってきたという

ふうに思っております。 

 しかし一方で、東日本大震災において、小袖地区の

終末処理場も被害を受けたというようなことで、いろ

んな紆余曲折があったわけでありますが、将来的に今、

説明すれば大尻、白前、本波と、今手がけておるわけ

ですが、将来あとふえる地域があるのかどうかという
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のが１点であります。 

 さらには、新年度の集落事業の内容についても、あ

わせてお聞かせを願いたいと思うわけであります。 

 そしてまた、市長就任なさって、そして昨年でした

か、大尻地区でふれあいトークもありました。その中

でも、いろんな課題が提供されたわけでありますが、

例えば危険木の処理等もあったわけですし、漁港のい

ろんな付随設備もあったわけでありますが、そういっ

たところもにらみながら、いろいろ工夫をしていただ

きながら、住環境の整備等、前向きに捉えて努力して

いただきたいと思うわけでありますが、その考え方を

お聞かせを願いたいと思います。 

 後になりますが、加工協の問題であります。 

 いずれ、話を賜っておりますと、この三菱の機械が

終的に仕様書が出たことで、三菱からの説明でなか

なかに鳥の残さ、あるいはフェザー処理というふうな

説明があれば、なかなか厳しい判断だったというお話

であります。 

 それはそれとしながら、いずれ導入した大原商店さ

んに言わせれば、やはり私どもはそういった経過がな

いという思いがあるというふうなことで、非常にじく

じたるものがあるという思いがあります。 

 その辺、今後の県と市、いろいろ協議しながら、こ

の解決策に向かうわけでありますが、例えば補助金交

付を請求をするということになっていますが、解決策

の一つの方策とすれば、補助金交付の免除あるいは分

割の支払い、あるいは延期、いろいろやりとりがあろ

うかと思います。 

 いずれにしても、手法がどういうふうな話かわかり

ませんが、いずれにしてもそういったことも含めて、

いずれ県と市、協議をしながらこの問題の解決に向け

て努力するだろうと思います。 

 いずれ、山田課長、体壊さないように、何か話聞い

たら必死で対策本部つくってやってるって話ですが、

いずれ体を壊さないように努力をしていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、漁業集落、今

やってる大尻、白前、本波で、これであとはないだろ

うかということでありますが、今、当課で予定してい

るのは、これが恐らく、これで完結するだろうという

ふうに思っておりますが、今後、要望等があれば検討

はしていきたいと思っております。 

 あと、各集落事業の内容でございます。 

 本年度の内容でございますが、大尻地区の集落道が

事業費4,500万を予定しておりますし、集落排水が１

億円の規模を予定しております。 

 白前、本波でございますが、集落道4,500万、同じ

く集落排水、大尻と同じでございますが１億円を予定

しているところでございます。 

 また、舟渡漁港等、主にそこにかかわってのご質問

だと思いますが、それにつきましては、26年度も護岸

等の改修を３月末の工期で予定しておりますし、新年

度においても若干、しゅんせつ等を予定しているもの

がございます。 

 なお、 後に、加工協に対する補助金返還でござい

ますが、まさに濱欠委員さんのほうから、いろいろそ

の場合を想定してのご質問がございましたが、それら

も全て含めて、今後いかにしたら影響が少なく済むか、

そういった観点から対応をしていきたいと思っており

ますので、よろしくご理解をお願いします。 

    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  先ほどの大川目の価格ですが、平米

単価72円、75円というのはちょっと違うんじゃないで

すか。もうちょっと、１平方メートル、72円から75円

って言ったでしょう。ちょっと調査して。違うと思い

ますけど、調べた上で再度答弁してください。 

○委員長（桑田鉄男君）  中平委員。 

○中平浩志委員  先ほども中塚委員からも話が出たん

ですが、有害駆除、動物のこれ、ことしから金額は変

わらないけど、ニホンジカも有害駆除の対象というこ

とになりますけれども、私、前にも一般質問で話はし

たことがあるんですけれども、これっていうのは頭数

がふえてますので、私はもっとこの金額というのが、

頭数当たりの駆除した補助金というのも何だか変でし

ょうけれども、もっともっと駆除していかないと、近

い将来、山間部の中山間地区含めながら、農家やって

る方々に、被害がかなり出てくるんじゃないかなとい

うふうに私は危惧されます。 

 やはりそういった部分を含めながら、今から対策打

つためには、ある程度こういった金額的な部分も補助

してもらわなきゃ困るだろうし、なおかつ鉄砲やる人
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が少なくなってきています。前もそれも話をしました

けども。 

 やはりそういった部分も、これからきちっと考えて

いかなければ、私はだめなのかなというふうに感じて

おりますけれども、それについて答弁お願いします。 

 それと、補助金問題、先ほど、午前中からやってま

したけれども、これ、私がどうのこうのじゃなくて、

実際、今まで出した補助金対象、何件あったのかとい

うことと、これに似たような形でのグループ補助金等

もあるんで、そういった部分の内容をきちっと把握し

ているかどうか。 

 これから、もしかすると、こういった例が出たこと

によって、かなりの部分、精査することが私は必要に

なるのかなというふうにも思いますけれども、そうい

った部分の考え方、お願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  熊の場合、熊は罠を

かけます。罠をかけてそれに捕獲になっていれば、そ

れを殺処分にするという形でございます。 

 その罠をかけた 初の日、そしてそれを捕獲する、

その２日間分、５人グループでそれは行うことになっ

ておりますが、それに対して報酬をこれまで支払って

きたところでございます。 

 件数でございますが、平成25年度が７件、報酬でい

きますと68万6,000円となっております。 

 これに対しまして、平成26年度は12件、117万6,000

円でございます。 

 したがいまして、これにつきましては、補正対応で

措置をしたところでございまして、今後におきまして

もそういった形で、この予算額で対応できない場合に

ついては、財政等に予算要望のお願いをしたいと考え

ております。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  先ほどの大川目地区の評

価額でございますが、確認いたしました結果、固定資

産税の評価額として72円から75円ということでござい

ます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中平委員。 

○中平浩志委員  答弁なかったんで、再度しますけれ

ども癩癩 

○委員長（桑田鉄男君）  答弁させますよ。米澤農林

水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  加工協関係でご質問

いただきました。 

 今回の補助事業、そのほかにも補助を受けて事業を

実施いるのではないかと、そういった部分の資料とい

いますか、状況についてということでございました。 

 確かに、今回の水産業共同利用施設復旧支援事業の

ほかに、中小企業等復旧復興支援事業、これについて

２億2,000万ほどの補助を受けて、廃棄物処理施設の

修繕を行っているということは伺っているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中平委員。 

○中平浩志委員  私が言ってるのは、これにかかわら

ず、基本的にこういった補助金で震災の復興のための

補助金、例えばグループ補助金等がいろいろあるはず

なんです。 

 そういった部分では何件ぐらい、そういった補助金

使いながらやってるのがあるかなという部分、そんな

に難しい質問じゃないと思いますし、やはりそういっ

た部分ではこれからこれをどうのこうのじゃなくて、

いろんな意味で、きちっと書類上からいろんな意味で

見直しというのかな、きちんとなされるかどうかとい

う検証をしなきゃならない部分が出てきてるんじゃな

いかなという意味での質問ですから、その２点だけお

願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  その件につきまして

は、県とも相談をしながら、そういう必要が出てきた

場合には、対応していかなければならないというふう

に考えておりますし、今回の事業以外の事業等につき

ましては、これまでその年度、年度におきまして、主

要成果による報告といいますか、そういった形で行っ

てきているところでございますので、なお一覧表とか

そういったものが必要であれば、またそれはそれで検

討させていただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員への答弁は保留し、

質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  74ページをお開き願いま

す。 

 ７款１項商工費でありますが、１目商工総務費は２

億21万円を計上。 
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 ２目商工業振興費は４億5,714万1,000円を計上、前

年度と比較して5,116万5,000円、12.6％の増でありま

すが、主に企業立地促進事業費補助金の増によるもの

であります。 

 新規事業として、大学生などを対象とした市内企業

見学経費として、誘致企業等人材確保支援事業費14万

5,000円、山形村短角牛など地元食材を生かした商品

開発経費として超人シェフ倶楽部地方応援プロジェク

ト事業費180万円を計上。 

 76ページをお開き願います。 

 ３目観光費は、２億6,951万3,000円を計上、前年度

と比較して4,500万円、14.3％の減でありますが、主

に緊急雇用創出事業の減によるものであります。 

 新規事業として、市制施行10周年を記念し、「あま

ちゃん」に関連したコンサート経費として、あまちゃ

ん音楽祭開催事業費452万1,000円、海女の後継者対策

への補助として、北限の海女育成対策推進事業費補助

金247万5,000円を計上。 

 78ページになります。 

 商工費は、合わせて９億2,686万4,000円を計上いた

しました。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。上山委員。 

○上山昭彦委員  75ページのほう、そちらのほうに、

中心市街地活性化推進事業費というとこがございます。 

 それにかかわりまして、先週末まで久慈駅前複合施

設民間活力導入可能性調査等ということで、プロポー

ザルを行っておりました。 

 一般質問では、まだ応募がないというお話でしたが、

13日に締め切られたと思いますけれども、その後、公

募した結果、応募があったかどうか、その辺のことを

お聞かせいただきたいと思いますし、あとその中心市

街地活性化事業費でございますけれども、31万円とい

うことで予算化されております。 

 昨年の予算書見ますと、111万9,000円ということで

７割ほど減っております。 

 その中でその７段下に、中心市街地活性化推進事業

費の債務負担というところもありますけれども、これ

が1,500万ほどですが、それとのかかわりを含めてご

説明をいただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  それでは、中心市街地

活性化推進事業についてお答えを申し上げます。 

 まず、プロポーザルの実施に向けて、事業者の応募

があったかというご質問でありましたが、５社の提案

があり、今後、審査していくということになっており

ます。 

 加えて、予算の内容についてでありますが、中心市

街地活性化推進事業費の31万円につきましては、これ

から国や県との協議などがありますので、そちらの旅

費を見込んでおります。 

 また、そこから５段ぐらい下になります中心市街地

活性化推進事業費（債務負担）1,512万円、こちらに

つきましては、平成26年度の予算の繰り越しをお願い

しておりました約213万円と、平成27年３月議会時、

平成26年度補正で債務負担をお願いいたしました

1,512万円、合わせて約1,700万円を、先ほどご説明を

させていただきました委託事業の費用に充てたいとい

うふうに考えているものであります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  そうしますと、説明書のほうにある

債務負担を含むというのは、そこの213万円が入った

含むということということで理解しています。 

 そこのページの先ほどの中心市街地のちょっと上に、

観光交流センター魅力向上事業費というのがございま

す。 

 こちらは観光物産協会に委託になると思いますけれ

ども、こちらは、やませ土風館周辺で各関係団体と連

携したイベントを開催するということで、中心市街地

の波及効果と交流人口の増加に努めるということにな

ると思いますけれども、こちらも約半減されておりま

す。 

 指定管理等はそのままのところなんでしょうけれど

も、この中心市街地、今、見直されておる中で、交流

人口の増加に努めるとかの場合、この辺の魅力向上事

業費が減るのはちょっと心配なところもありますが、

その辺のところをお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ただいまご指摘をいた

だきました観光交流センター魅力向上事業についてで

す。 

 事業費につきましては、ご指摘のとおり約110万円

ほど減額となっております。 
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 ただ、事業等につきましては、これまでのノウハウ

等も含めて、効率のいいイベント実施、事業計画など

を行いまして、昨年以上ににぎわいのある土風館周辺

のイベント等、魅力向上に努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  その辺は観光物産協会さんのほうに

努力を、その辺はしていただくようにして、もっとも

っと魅力ある事業にしていただきたいと思います。 

 その下のほう、久慈地方産業まつり実行委員会負担

金ということで、こちらは減額ではなくて増額、180

万から250万ほどにふえております。 

 それ以外にも、秋まつりとかさまざまに減ったりふ

えたりしているものがあるんですけれども、その増額

されたもの、減額されたもの、いろいろありますが、

その辺の中身、どのような形で増減があったのかお聞

かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ご質問のありました産

業まつりや秋まつりの事業費についてです。 

 こちらは、久慈市にとりましても大規模なイベント

となっており、多くの観光客の皆様を誘客していると

いうことから、例えば警備の費用でありましたり、電

気配線の費用でありましたり、大変、資材、人件費等

が高騰しており、厳しい運用となっていました。そう

いった点について、予算の増額の要望をお願いしてい

るところであります。 

 また、そのほか少しずつ減額になっている部分があ

るんですが、これは例えば久慈商工会議所でありまし

たり、久慈市観光物産協会でありましたりの運営費補

助金につきましては、一定の部分で減額をご協力いた

だいております。 

 側面から、そのほかの部分でご支援をさせていただ

きまして、効率的な団体の運営をご支援していきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  さまざまに各団体の努力をいただき

ながら、効率的な使い方をしていただきたいと思いま

すが、こちらは78ページ、79ページのほうにも、同じ

く北限の海女フェスティバル実行委員会に50万という

ことであります。 

 北限の海女フェスティバル、昨年は100万だったん

ですけれども、海女センターもでき、「あまちゃん」

も再放送がするという中でこれは少し低くなったかな

と、もう少しこの辺も充当して、もっとお客様にサー

ビスができるような体制ができればよろしいのではな

いかと思いますが、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  北限の海女フェスティ

バル実行委員会の補助金についてご質問いただきまし

た。 

 27年度におきましては50万でお願いしております。 

 なお、26年度、前年におきましては、100万円で実

施していただきました。あわせて、その前の年、平成

25年度は200万円で実施していただきました。 

 25年度と26年度につきましては、アサヒビール様の

ご支援をいただき、実施しているものであります。 

 なお、北限の海女フェスティバルにつきましては、

その以前までは30万の費用で実施していたところであ

りますので、今年度は50万ということでイベントを実

施したいと思っておりますし、先ほどからもお知らせ

しておりますように、実行委員会等と相談をいたしま

して、より効果的な、効率的なイベント運用に、イベ

ントの実施に努めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  その辺の海女フェスティバル、やっ

ぱりお客様が相当期待して来ると思います。海女セン

ターの完成ということで、お客様、またリピーターで

来ていただけるような方策をうまく推進していただけ

ればと思います。 

 もう一つお聞かせいただきたいのが、76ページ、77

ページのところ、77ページの下段に近いほうなんです

けれども、ボランティアガイド連携支援事業費、これ

緊急雇用なんですけれども、こちらは説明書のほうで

交流人口拡大のため、被災地学習、あまちゃんトレイ

ル、ジオパークに関するガイドの養成と連携システム

の構築ということで説明があります。 

 こちらの内容、これまでもガイドは大切で、その辺

を強化をしていただきたいということはお話していた

んですけれども、この辺でさまざまなところと連携し

てということですが、その辺の内容を詳しくお聞かせ
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ください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  それでは、ボランティ

アガイド連携推進事業について、ご説明をさせていた

だきます。 

 こちらの事業につきましては、平成26年の補正予算

において議決をいただき、昨年、平成26年10月１日か

ら事業を委託し、実施しているものであります。 

 平成27年度におきましても継続実施していきたいこ

とから、予算計上とさせていただきました。 

 委員のお話のとおりに、ガイドにつきましては、あ

まちゃんの放送効果やみちのく潮風トレイル、三陸ジ

オパークなどの活動において、その重要性、必要性が

高まっているところであります。 

 これにつきましては議会をはじめ、各団体等、各方

面からご意見、ご要望をいただいているところであり

ます。 

 この事業におきましては、平成26年度に各ガイド団

体、久慈市にありますガイド等を行っていることが想

定される団体様の活動内容の把握や状況の把握等を行

いました。 

 また、他の地域の先進地のボランティアガイド団体

等についても、勉強をさせていただいているところで

あります。 

 平成27年度におきましては、例えばガイドの連絡会

のような組織を運営するための準備会のようなものを、

まずはスタートさせていきたいと、その上で、例えば

研修制度の、ある一定レベルのガイドさんを育成して

いくための研修制度の構築でありましたり、そういっ

た方々との連携、例えば登録制度などをどのようにし

ていったらいいのかという部分について、検討してい

きたいと考えています。 

 その後といいますか、近い将来、将来的なお話にな

ってしまうんですけれども、例えばボランティアガイ

ド連絡会のような組織が立ち上がり、有料などでボラ

ンティアガイドが活用できるような仕組みづくりにつ

なげていければいいのではないかというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  ボランティアの連絡会ができればい

いなというお話でした。 

 その辺は、本当にこれからボランティアというのは、

ガイドというのは大切になってきて、観光客の皆様に

おいでいただく中で、また来ていただくという思いに

至るというのは、やはり人と人とのつき合いがという

ことが大きいように聞いております。 

 その辺、うまく連絡会が発足するように努めていた

だければと思いますし、昨日、一昨日と、市民体育館

のほうでもボランティアガイドの研修がありましたが、

私も参加いたしましたが、内容的には、行けば誰でも、

これはよかったなというような研修になっております。 

 そういうものも多く研修をつくっていただきながら、

ボランティアガイド養成に努めていただければと思い

ます。 

 後に、その下の北限の海女育成対策推進事業とい

うことで、こちらは海女の後継者対策への助成という

ことになるようです。 

 聞くところによりますと、県外から３名ほどをとい

う募集になるようなんですけれども、詳しくお聞かせ

ください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  それでは、北限の海女

育成対策推進事業費補助金について、ご説明をさせて

いただきます。 

 こちらは、小袖の海女センター周辺で、素潜りなど

の実演をお願いしております北限の海女についてであ

りますが、後継者不足などの状況があると認識してお

ります。 

 また、久慈市、当市におきましては、海女さんにつ

いては重要な観光資源であり、貴重な海女さんの伝統

漁法などを継承していくためにも、北限の海女、海女

さんの育成は重要なものだというふうに考えておりま

す。 

 今、委員からお話がありましたように、この事業で

は全国に向けて観光素潜り実演を行っていただく方を

募集し、育成するものであります。 

 ４月から募集に入り、６月から、できればその方々

から素潜りの練習だったり、久慈市の観光について勉

強していただき、７月からの素潜り実演のシーズンに

お手伝いしていただきたいというふうに考えているも

のであります。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  上山委員。 
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○上山昭彦委員  後に一言、申しわけございません。 

 全国から募集するということで、それもよろしいん

ですけれども、地元の方にもそういう海女の後継は大

切だということを伝えていただきながら、進めていた

だければと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  午前中からの、この補助金のあり方

についての質疑等を聞きながら、議決責任の重みを思

いながら質問したいと思います。 

 商工費の中に緊急雇用創出事業、たくさん入ってま

してご苦労さんなことでありますが、そもそもこの雇

用創出事業の目的は何かというのを、まず確認したい

と思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  緊急雇用創出事業にお

きましては、臨時的、緊急的に雇用を創出し、雇用さ

れた方が次の常用雇用など、安定した雇用へ行くため

のワンステップというふうに認識しております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  そういうことで、将来の人材育成等

も今回も入ってますし、事業も継続するような雇用創

出ということで進める事業なわけですが、ほとんどが

これを見てますと委託料かなと思っておりますが、多

分、委託料でやってるということで、委託料の中では

委託先ではどういう使い道があるのか、備品を買える、

車を買えるとか、人件費以外にどういうのに使えるか、

お伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  緊急雇用創出事業の、

まず採択等の場合の何点か基本的なルールがございま

して、やはり雇用を創出するということですので、そ

の全体の委託費の中の半分以上、50％以上の費用は、

人件費に充てなければならないということになってい

ます。 

 そして、そのほかの部分の経費につきましては、例

えば委託先で雇用した方が、事業を行うためにパソコ

ンをリースするためのリース代金でありましたり、車

を借りるためのリース料金でありましたり、また事務

経費、その雇用した方が勉強や研修するための旅費な

どに利用されるものとなっております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  きっと、これは委託契約を結びなが

らやってるというのも確認しますが、そういうことで

国の補助の関係で、補助金等にかかる予算執行の適正

化に関する法律はこれに適用しますか。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  まず、委託の方法であ

りますが、久慈市とその委託先とで委託契約を結んで

おります。 

 また、補助金適化法の対象になるものと認識して事

務を進めております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  先ほど上山委員からもありましたが、

観光物産協会等の委託の話ありますが、この商工費に

かかわる分でありますが、緊急雇用創出事業でも大体

相手が決まっているような、引き続きやるなというの

がありましたら、委託先がだいたいもう予定されてい

るということがありましたら教えてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  平成27年度の当初予算

においてお願いをしている緊急雇用創出事業につきま

しては、ほとんどが平成26年度から事業を開始してい

る委託事業でありますので、ほとんどが26年度お願い

した、委託した事業所様と契約をするものと考えてお

ります。 

 緊急雇用に関しましては、26年度実施したものは27

年度までできるということで、今回、新年度の当初予

算にお願いしておりましたので、継続してできるもの

であります。 

 そして、その契約先についてでありますが、商工観

光課の所管のものでありますと、例えば癩癩 

    〔発言する者あり〕 

○商工観光課長（久保司君）  震災復興ＰＲキャラバ

ン事業につきましては街の駅くじと、地場産品風評被

害払拭事業につきましては久慈市観光物産協会と、そ

して次のページになります。 

 中段から少し下にありますが、被災地情報発信事業

につきましてはエフエム岩手と、次の段の宿泊施設復

興推進事業につきましては旅館ホテル組合と、次の段

の災害復興アテンダント設置事業につきましては三陸
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鉄道と、次の海とともに歩む復興推進事業につきまし

てはあくあぷらんつと、次の観光客受入体制整備事業

につきましてはやませデザイン会議と、２段ぐらい下

になりますが、ボランティアガイド連携支援事業費に

つきましてはふるさと体験学習協会と、それぞれ委託

したいと考えています。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  長々ありがとうございました。 

 この事業が終わった後は、どういう市としてはその

実施状況を確認しているかお伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  事業が終わった後とい

うのは、各年度ごとの終了時点だと思いますけれども、

県の検査がまずは基本になります。 

 その前段で、ちょうど半年ぐらいのところでも中間

検査がございますし、そのほかに例えば県等から指導

があり、何かについての資料を提出しなさいというよ

うな指導が何回かありまして、 終的には年度末の検

査ということで、振興局から職員が２名から３名まい

りまして、委託先からお借りした各種資料を検査して

いただくということになっております。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  この事業は何年か前からやっておる

わけでありますが、当時も質問したら、企業秘密にか

かわる分だとかというので答弁がなかったこともあり

ましたし、何千万の事業、過去にもやって終わってい

る事業もあるかと思いますが、例えば、5,000万の事

業で、今言った半額の2,500万は備品が買えるよとい

うことでもいいかと思いますが、その際に残った備品、

事業で買った備品は、３年間で事業を中止した場合は、

これはどういうふうな処理になるのか、その人の持ち

物になるのか、どういう状況かをお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  まず先ほど、私、振興

局の職員が検査をするということをお知らせいたしま

したけれども、もちろん商工観光課の職員も立ち会っ

て一緒に検査をしておりますので、説明不足でした。

申しわけありません。 

 それから、備品の関係でありますけれども、緊急雇

用創出事業におきましては、備品の購入はできないこ

とになっております。 

 ですので、事業が終了すると、その受託したところ

に財産は残らないということになっております。 

 ですので、パソコンにしても、車にしても全てリー

スということで取り扱わせていただいておりますし、

国、県等の指導もこのようになっております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  具体的に話しますが、当時、おから

のパンをつくるという事業があって、この事業でやっ

たなということで質問したこともありますが、現在は

何かなくなっているなということがあって、そこでも

備品等の購入は、この補助金ではなく購入しているの

かどうかお伺いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  確かに、平成23年度、

新分野進出企業における人材育成という緊急雇用で事

業を実施しております。 

 この内容ですが、委託事業費は989万5,366円という

ことになっておりまして、こちら人件費、それから職

員の研修費ということになっておりまして、４名の新

規の雇用を行っております。 

 生産設備等につきましては、これは全く独自のもの

で、いわゆる公的の補助というようなものは一切入っ

ておらないものでございます。 

 なお、「おからん」の現状ということでございます

けれども、こちらにつきましては、現在は委託で生産

しているというような形をとっておりまして、まず積

極的には販売活動は行っておらないと、今は、現状は

ということで、現状につきましては、既存の顧客に対

する受注を満たす程度のものを委託先がつくっている

というような状況と伺っております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  というふうに、長い目で見る事業と

いうことでの緊急雇用の説明を受けて、そういうこと

だったなと思って聞いてましたが、今後はこういうこ

とのないように先を見通した事業をやる、あるいは市

で指導していってもらうように、ひとつお願いしたい

ものだと、このように思っております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  この際、暫時休憩をいたし
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ます。 

 再開は３時15分といたします。 

    午後３時02分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時15分   再開   

○委員長（桑田鉄男君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 審査を継続します。 

 ここで、保留中の畑中委員に対する答弁を求めます。 

 嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  保留してございました畑

中委員のご質問にお答えいたします。 

 米価下落対策についてでございますが、平成26年産

米の価格下落による影響を受ける農業者の方々の資金

繰りを支援するため、県では、ＪＡいわてグループと

連携し、米価下落緊急対策資金を創設してございます。

この趣旨でございますが、平成26年度産米の価格下落

により影響を受ける農業者の当面の資金繰りを支援す

るため、ＪＡいわてグループと連携し、創設する米価

下落緊急対策資金を貸し付ける農業協同組合に対して、

貸付原資の一部を貯託し、当該農業者の経営の維持安

定を図ろうとするものでございます。貸し付け条件と

いたしましては、無利子、無担保、無保証ということ

で、平成26年産米の価格下落による減収額の範囲内と

されてございます。貸付対象者は、米価下落による影

響を受ける農業者ということです。事業実施主体は各

農業協同組合となってございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  ７款商工費、質疑を許しま

す。 

 小栁委員。 

○小栁正人委員  75ページの、いよいよ中心市街地活

性化の見直しということで、いろいろやってらっしゃ

いますけど、来年度の補助金申請には間に合うように

何とか計画をつくりたいということでございます。そ

こで、先ほども出ましたプロポーザルの募集、５社あ

ったということです。それで、３月19日がプレゼン

テーションの日となってるようですけども、その後、

どれくらいの猶予でいろいろ研究されて、内容を吟味

されて、プロポーザルのアドバイスっていうんですか、

それを取り入れる形になるんでしょうか。それが一つ

と、それからあとは、これからワークショップを４月、

５月、６月と、３回ほどやるということで、今回、広

報にも出てますけど定員が30人と、これは多分１回ご

とに30人ということだと私は思ってますけど、そこら

辺がどうかということ、まずその２点、お願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  久慈市駅前複合施設民

間活力導入可能性調査等業務に係る質問をいただきま

した。プレゼンテーション審査につきましては、３月

19日、今度の木曜日を予定しており、その後、該当者

を決定し、契約をし、事業のほうを進めてまいりたい

というふうに考えております。 

 ワークショップの30人についてでありますが、30人

の方々は、３回なり進めていく上では同じ方々をとい

うような想定をしております。30人の同じ方々から、

例えば３回参加していただいて、内容をどんどん詰め

ていくというようなことを想定しております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  プレゼンテーションで決定する、そ

の決定までの期間はどれくらいを考えてらっしゃるの

かということを一つ。 

 それから、ワークショップ、おととし 初の、今回

の、昨年の３月申請した中心市街地活性基本計画をつ

くる以前の、ですから一昨年です、ワークショップ、

一度やられたと思います。そこで私も見学させていた

だいたんですけども、ちょっと何となく活発な意見と

いうよりも、正直言いましてそこに参加する人を集め

るので躍起だったというような思いがあるんですよ。

今度、我々もかだって会議っていうのをやってますけ

ど、30人って、それなりの方を集めるとなりますと、

それなりに苦慮されると思うんですけど、そこら辺の

どんなアイディアをお持ちか、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ただいまの質問にお答

えをいたします。 

 まず、プロポーザルの後の決定まで何日ぐらい要す

るかということになります。こちらにつきましては、

決裁等がありますので、何日までと今ここで私のとこ

ろからお話はできませんが、19日に終了し、できれば、

遅くとも次の週のうちには確定をして事務のほうを進

めてまいりたいというふうに考えております。 

 また、一昨年行いました街中でのワークショップに
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ついてお答えをいたします。こちらにつきましては、

ご指摘のとおり、１回行いまして、街中を歩いたりし

て、久慈の中心市街地にはどのようなものが必要かと

いうところを皆さんからご意見をいただいて、概要を

取りまとめてきたつもりでおります。なお、その取り

組み方法につきましては、今ご指摘もありましたが、

今回、次に予定しているワークショップ等につきまし

ては、プロポーザルで決めますコンサルタント会社の

方からも入ってもらってプロの、一昨年前もプロの方

をお願いしたんですけども、今回もプロのファシリ

テーター等をお願いして、しっかりしたものをつくっ

ていきたいと思いますし、今度のワークショップにつ

きましては、これまで市民のアンケートや中心市街地

の商店街、並びに町内会の方々からのご意見をたくさ

んいただいておりましたので、そちらを参考にしなが

ら取りまとめていくという形になるものと考えており

ます。 

 また、参加者の取りまとめについてでありますが、

こちらも、これまで実施してまいりました中心市街地

内の商店街や町内会の皆様にもワークショップを考え

ているので、是非参加してほしいというお話もさせて

いただきましたし、まだ担当者レベルでの検討ではあ

りますが、例えば30人であれば、４班、４グループぐ

らいでワークショップを進めていくことになろうかと

思うんですけども、例えばそのうちの１班を高校生の

チームにするなどということも考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  今、ワークショップの中でファシリ

テーターとかいう言葉が出ましたけども、実にいいか

と思います。ファシリテーションを、あれは総合政策

部のほうで一度勉強会やられたときに、私もちょっと

参加しましたけど、やはりああいうふうな形でやられ

ると、非常にみんなの本音が出るというんですか、い

いアイデアが出るみたいで、ぜひそこら辺よろしくお

願いいたします。 

 それで、実はどうして期日のことばっか言ってるか

といいますと、これ４月、５月、６月ということで、

確かこの計画をある程度 終的に決める前に、議員団

とも、やっぱり議論する時間を持ちたいということも

言われましたし、それから、中心市街地活性化推進協

議会っていう、商工会議所が中心となった団体もある

んですけど、そこともやはり議論する時間が必要でし

ょうし、そういうことを考えまして、そこら辺の時間

はどこら辺に設定される予定なのか、お聞かせ願いた

いと思うんです。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  今後のワークショップ

等の実施や、また、議会をはじめ市民等への情報提供、

協議についてご質問いただきました。先の一般質問で

も、市長からお答えをしておりますように、今年の秋

を目指して計画を煮詰めていきたいと考えております。

それまでには、何回かにわたって途中途中の状況を議

会並びに中心市街地活性化協議会等にご説明をしなけ

ればならないというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ひとつよろしくお願いいたします。 

 それから、75ページの一番下の商工会議所商工業振

興事業費と、これを含めまして、補助金として約

1,500万毎年商工会議所に出てたと思うんです。今回、

先ほども出たんですけど、約５％オールカットされて

るんですよね。そのカットしました、その根拠といい

ますか、というのは、産業振興がやっぱり重要課題だ

ということで次年度スタートされるようなことを新聞

等々で聞いておりますけど、商工会議所の補助金を一

律５％カットっていうのは、ちょっとそこに、いかが

なものかなと思ったんで、お考えをお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  商工会議所の補助金の

５％カットについてのご質問でございます。 

 商工会議所に限らず、今回の査定の方針といたしま

して、全ての補助金を５％一律カットさせていただき

ました。その理由といたしましては、財政状況が非常

に厳しいと。28年度から交付税の算定替えが始まると、

そういったのに向けて、27年度においても、そういっ

た歳出の縮減というのを図っていかないと、その算定

替えが始まるときに対応できなくなるというふうな考

え方も持ってございますので、何とぞご理解をお願い

したいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それから、今回、中心市街地活性化

っていうのは、土風館から駅前を一くくりとしたにぎ



－98－ 

わいの創出ということなんですけど、やっぱり、一番

今貢献してるのが駅前水族館だと思うんですよ。それ

で、ことしの秋ごろ、本物のもぐらんぴあが完成する

わけで、それは、来春早々のオープンになるんでしょ

うか。いずれにしても、いずれあそこは閉じるわけな

んですよね。そこら辺もやっぱり、今一生懸命一番貢

献してるのはあそこではないかと思うんです、街なか

水族館。あそこの場所、どのような活用策を今後考え

ておられるのか。全く考えておられなくて、あそこに

働いてる皆さんが新しい方に移動された場合、水族館

が二つっていうのもなんでしょうから、ところがやっ

ぱりあそこは活用するに値する場所ではないかと思う

んですけども、そこら辺のお考えをお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  街なか水族館が入っ

ている建物等の活用ということでございますけれども、

委員、お話にありましたとおり、もぐらんぴあがこと

しの秋口に完成をするということでございます。それ

に伴いまして、完成後には水族館の関係とか、いろい

ろ準備もありまし、移管していかなければならないと

いうふうに考えておりますし、二つの経営というのは

なかなか難しいというふうに考えております。さらに、

建物につきましては、地権者の関係もございますし、

そういった、いろいろなさまざまな部分もあると思っ

てましたので、まだ今現在明確な方針というものはま

だ内部でも調整中ということでございますので、いろ

いろ今後さまざまな状況等見ながら、検討してまいり

たいというふうに思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  七十何店空き店舗対策チャレンジっ

て、要するにあそこもひょっとしたら空き店舗に、大

型の空き店舗になるわけなんですけど、それで、空き

店舗対策チャレンジっていうことで、正直言いまして

なかなかトライしても、補助金の間はやってても、ク

ローズというところは多いんですけど、いろいろ聞き

ますと、やっぱり水回りっていうんですか、やっぱり

水洗化とか、そういうのをやって、中をそれなりのも

のにした上で、要するに空き店舗として活用しません

かっていうような一歩進んだ形で皆さんに募集かけな

いと、なかなか、 初に補助がありますとか、新しい

起業を興しましたら100万円補助を出しますよとか言

われますけども、ちょっと足りない。ほんとにやると

したら。ですから、空き店舗自体も魅力がないと空き

店舗の価値がないと思うんです。ただ空いてるからど

うですかでは、無理だと思うんです。空いてる時が、

水洗化もしやすいと思うんです。というのは、意外と

水洗化してらっしゃらない、そのままのところも多い

と聞いておりますけど、そこら一歩踏み込んだ空き店

舗対策っていうのをやられたらいかがかなと思います

けど、お考えをお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  中心市街地における新

規出店者、空き店舗対策チャレンジショップ事業につ

いてご質問いただきました。 

 例えば、お店等を出す場合には、委員が先ほどお話

しましたような中心市街地出店費補助金で、100万円

の補助があり、そちらを活用していただきたいと思っ

ておりますし、チャレンジショップにつきましては、

表現の仕方が悪いかもしれませんが、まず挑戦してみ

ようと、機会があればやってみようと、試してみよう

というところから入っていただく部分となりますので、

例えばそういう施設の整備とか、店舗の改装とか、大

きな出費がない状態で、ハードルを下げて、敷居を下

げて、まずは創業してみるというところをまずは支援

させていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  いずれにいたしましても、魅力がな

いとやっぱり、そこでやりたいという若い人は気持ち

が起こらないと思うんです。例えばここを借りました。

両隣が空き店舗でしたとか。そんないろいろ条件もあ

るんでしょうけど、もう一歩、シャッターに絵を描い

ても、あれを開けると、中がそれなりだったら、ちょ

っと魅力がないということもありますので、もう一つ

深く考えていただいて、本当の意味での空き店舗対策

っていったら言い過ぎかもしれないですけど、もっと

アイデアを注いでいただければと思います。 

 後に、いよいよ３月７日にこの観光に一生懸命貢

献されましたあまクラブ解散式っていうのをやられま

して、市長さんもおいでだったとお聞きしております

けど、今後、ナンバー２のあまクラブのご予定等々聞

いていらっしゃいますか。ある程度皆さん、市のほう

でも支援するということですと、それなりの人がおら

れると思うんですけど、お聞かせ願いたいと思います。 
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○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  それでは、まず空き店

舗対策のチャレンジショップについてでありますが、

多くの方が利用しやすいように利用していただけるよ

うな方向で検討してまいりたいと思います。 

 また、あまクラブにつきましては、ご指摘のとおり、

活躍してくれた子たちが３月７日に解散となりました。

何人かを除いてほとんどの子が、久慈地域から離れる

ということになっており、次の子供たちについても、

観光物産協会を通じて学校等にもお声がけをさせてい

ただいているところであります。あまクラブの実働部

隊の運営については、観光物産協会から担っていただ

いており、聞くところによると、何人かの次の世代の

クラブになっていただける子もいるようではあります

が、まだ確定した情報はいただいていないところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  今、小栁委員からも話が出ましたけ

ども、あまクラブですけども、先般、７日でしたか、

アンバーホールで解散コンサートが行われたようです

けども、この席で市長さんから感謝状と観光大使でし

たっけ、何かそういった任命がされたような、確かた

すきをかけて、ちょっと私席外しておったもんですか

ら、確認しなかったんですけども、観光大使みたいな

のが任命されたようですけども、これ解散されたわけ

ですけども、どのような任務があるのか。これは大い

に活用すべきじゃないかなと思いますけども、その辺

をお伺いしたいと思います。 

 それから、もう１点ですけども、久慈の秋まつりの

実行委員会にかかわってでありますけども、平成26年

は100万ほどの予算だったわけですけども、今年度170

万の予算が計上されておりますけども、「あまちゃ

ん」が４月でしたか、再放送されるということになり

ます。また、あまちゃんブームが高まる期待があるわ

けですけども、昨年は日程の調整がつかなかったとい

うことでしたけども、「あまちゃん」の出演者の参加

の要請がことしされるのかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  それでは、あまクラブ

の３月７日の卒業コンサートのときにありました感謝

状とたすきについてご説明いたします。 

 まず、感謝状につきまして、こちらは市長から渡し

ていただきましたが、あまちゃん推進協議会を立ち上

げて、協議会でさまざまなロケ支援等を行ってまいり

ましたし、「あまちゃん」のＰＲ等もしておりました。

そちらの北三陸あまちゃん観光推進協議会の会長とし

て市長から子供たちにその活躍に対する感謝の心をこ

めて、感謝状をお贈りしていただきました。その後、

たすきの交付がありました。こちらは、久慈市観光物

産協会から、観光大使ということでのたすきの授与だ

ったと認識しております。こちらは、久慈市観光物産

協会からお聞きするところによりますと、あまクラブ

としては卒業にはなるわけですが、例えば、関東方面

に学校だったり、就職している子供たちもおりますの

で、都合、時間等が合えば、関東方面での物産展、観

光ＰＲ等に参加して、お手伝いしていただきたいとい

うところもあり、たすきを贈呈したというふうに伺っ

ております。 

 秋まつりのゲストにつきましては、ただいま予算が

確定後ということを前提といたしまして、大友良英あ

まちゃんスペシャルバンドとは情報提供等をしてお願

いをしているところでありますし、先日、当課の職員

が上京をいたしまして、何人かのプロモーション事務

所のほうにはお邪魔をして、ご挨拶はしてまいりまし

た。日程等をお話をして、イベントへの参加等をお願

いしているところでありますが、現時点ではお答えは

いただけない状態で、これからスケジュール等を見な

がら協議しましょうというようなお話をいただいてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下舘委員。 

○下舘祥二委員  ちょっと教えていただきたいんです

けども、たしか26年度の予算書では、７款で、小中学

校スキー普及事業っていうのは、319万だかついてた

ようですけども、今回は、これはまるっきり消えてし

まいましたでしょう。それとも私見落としてるか、違

う項目なのか、ちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  小中学校スキー普及

事業費補助金については、当初では計上してございま

せん。これは市内小中学生の無料化による来場者の増

加を図るなど、スキー場の指定管理者である平庭観光
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開発株式会社が、それでレストラン部門等で収益を上

げることが果たしてできるのかと、またスキー場の経

営状況はどうなのかなどを分析しまして、必要性の見

直しを行い、検討して今後対応してまいりたいと考え

ておるところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点は、観光費に関連するかと思

うんですが、いわゆる、以前にも取り上げた経緯があ

るんですが、街なかの空き家対策なんですよ。特に私

は駅前の玉屋さんの眼鏡の玉屋の筋向い、昔沢菊さん

があそこを店舗にして使ってる時代がありました。あ

の時代はきれいに使ってやってましたが、その後空き

家店舗になりまして、まさに、玄関口なわけですよ、

久慈市のあの駅周辺は。前にも対策をというふうにし

てほしいということをこの議会でも取り上げた経緯が

あるんですが、さっぱりその対策が進まないし、どう

考えてるのかなというふうに思うんですが、その点、

まずお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  空き店舗対策という

ことで、お答えしたいと思いますけれども、確かに委

員おっしゃるとおり、前の質疑でもそういったご質問

いただきまして、そういったことで、どういった形が

できるのかいろいろ研究してみたいということで、検

討課題とさせていただいたところでございますが、現

時点でまだなかなかそういった対策、どう講じたらい

いかというのは、なかなか結論出せない状況でござい

ます。地権者がありまして、そして所有者があるとい

うことでございますので、第一義的にはやはりその所

有者に対策をとっていただくことが大事だというふう

に思っておりますが、現状ではまだ、市といたしまし

ても、その方向性、どういった形がいいかっていうの

はまだ結論には至っていないところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  結局その方針が定まらないまま今日

まで来て、地権者にも所有者にもまだお会いしてない

ということなんですね。やっぱり市としてやはり一方

では多くの観光客に来てほしいということを言ってお

きながら、片方ではなかなか進まないということにな

れば問題だと思うんで、これぜひ、何らかの対応をし

てほしいと要請する、会うことをまずしてほしいんで

す。放置しておくのはまずいと思うんで、その点お聞

かせいただきたいと思います。 

 次に、私ずっとこの77ページで、街なか水族館の項

目見たんだけど、見えなかったんです。さっき、アク

アプランツの名前が出て、海とともに歩む復興推進事

業費って書いてるんです。何でこんなにわからないよ

うに書くんですか。平成26年度は確か街なか水族館と

いうふうな形でちゃんと書いてあったというふうに思

うんですよ。今回も26、27の継続案件で、やはり見て

すぐわかるような記述をしてほしいんですが、その点

についてもお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、今議会で、やはり海外の観光客のことが

話題になりました。この外国人観光客おもてなし事業

223万1,000円という計上しておりますけども、一般質

問答弁では、中国や台湾や韓国からの観光客に期待し

ているというふうにありました。私、先ほど前の款で

ハラールっていう言葉を申し上げましたら、担当は知

らないということでございましたので、もう１回申し

上げますが、ハラールはイスラム法で許された項目を

いうと。主にイスラム法上で食べられる物のことをあ

らわすんだということ。日本語に訳すと合法的という

意味となる。なお、日本では、ハラールと書くことも

多いということで、結局、例えばインドネシアのハ

ラールの認証を受ければ、さっき言ったように輸出も

できるわけです。16億人イスラムの方が世界中にいる

わけですが、特にインドネシア、マレーシアに多いわ

けですけど、したがって、先ほどの観光客の面でいっ

ても、中国、台湾、韓国だけでなく、今後このベトナ

ム、あるいはマレーシア、インドネシア等からも来る

可能性が出てくるんです。そういった意味で、対応で

きるような食の対応が必要かと思うんですけども、そ

ういった点で、台湾、韓国語、中国語っていう話があ

りましたが、やっぱりアラビア語についても、私は検

討していくべきだっていうふうに思うわけですが、そ

の点、お聞かせいただきたいと思います。 

 さらに、さっき嵯峨課長から、さっきの答弁では、

わかってないという話があったんですけど、ただ小耳

にはさんだ農舎のほうでかなり検討に入ってるってい

うお話をはさんだんですが、その事情おわかりになっ

ているのであれば、その農舎の現時点での取り組みの

状況についてお聞かせいただきたい。そうであれば非

常に農舎としてこの点についても注目して、既に検討
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に入っていたとすれば、極めてすばらしいことで、お

答えいただければというふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  まず、街なかの空き

店舗の関係でございますが、それにつきましては、関

係課等々も協議しながら、どのような方法がとれるか、

研究してみたいと思います。 

 それから、緊急雇用事業におけます海とともに歩む

復興推進事業ということで、わかりにくい表現だとい

うことでございます。これも平成26年度からこのよう

な事業ということで取り組んでいただいているところ

でございます。前のいわゆる街なか水族館的な部分に

加えまして、新たな事業ということで、去年から、プ

ラスそういった震災復興の部分で、海とそれから地元

のいわゆる魚等との共生とか、そういった部分もさら

に事業に取り込みまして、ボリュームを上げながら進

めているということでございますので、ご理解をお願

いしたいと思います。 

 それから、ハラールという話で、そういったいわゆ

るイスラム教の方がおいでになるときの対策をとって

いくべきだということでございます。実は、教育旅行

の中では、今年度でございますけれども、インドネシ

アのほうから外国人の教育旅行に来ていただきまして、

そういったところでは、いわゆる食の問題があります

ので、いろいろ勉強させていただきました。民泊の

方々もそうですし、受け入れのところで、平庭山荘の

ほうでも、そういった料理につきましては、かなり研

究をさせていただいて、お出しして、評価をいただい

ているところでございます。そういった部分もござい

ますので、今後ふえてくるであろう、そういった方々

の対応についても、順次研究を重ねていきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  先ほど休憩時間に農

舎のほうにちょっとお話をしたところ、検討はしてい

るところですが、まだまだハードルが高い部分がある

ということで伺っております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  さっき城内委員への外国人

観光客おもてなし事業費、ここについての答弁がなか

ったと思います。久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  大変失礼いたしました。

外国人観光客おもてなし事業の概要についてご説明い

たします。 

 こちらの事業では、外国人の誘客を進めるために各

種事業を行っている部分でありますが、例えば旅費と

いたしまして、台湾への観光ＰＲ分を計上しておりま

したし、ほかに関しましては、外国語、ハングルであ

りましたり、繁体字でありましたりするパンフレット

について、今年度、平成26年度作成をさせていただき

ましたが、使用をしている状態で、どんどん少なくな

っておりますので、それらの増刷を行いたいと思って

いる事業でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そこで、中国、台湾、ハングルって

いうふうに入ってたということで、パンフレットです

が、そこでやっぱりアラビア語についても、今回印刷

する前に追加をして、増刷するというふうにしてもら

えば、非常にいいのかなっていうふうに思いますし、

今農舎の取り組みがあったんですが、例えば、インド

ネシアとの国の認証をとれれば、さっき言ったように、

鹿児島の錦町の会社では、牛肉1.2トン、10キロほど

のブロックにしてカットして送り出しているというふ

うにあるんです。黒毛和牛ですが、まさにこういった

形で、地元の私たちの生産している肉が海外へ出せる

ということも当然可能性として出てきているわけです

から、そういった点で本当に真剣に研究を重ねて、私

はやっていくべき価値があることではないかというふ

うに思うんですが、認識をお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  外国人観光客おもてな

し事業についてご質問をいただいておりました。先ほ

どちょっと私舌足らずな部分があったかもしれません

けども、今年度作成したのは、英語とハングルと繁体

字の３カ国語で、平成27年度に増刷したいということ

で、こちらの事業でお願いしているのは、英語と繁体

字の部分を27年度に増刷したいと考えておりました。

また、そのほかの外国語の表記、またはパンフレット

等につきましては、ただいまはアラビア語についてご

指摘をいただきましたが、他の言語も含めてどのよう

な形がいいものか勉強してまいりたいと考えておりま

す。 
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 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  75ページの下の行、久慈商工会議

所振興事業補助金にかかわる質問でありますが、先ほ

ど、総務部長から一律補助金は５％程度カットしたっ

ていうことでありますけども、そういうことは、当然

考えていかなければならないなとは思っておりますけ

ども、平成26年６月27日に法整備がされまして、小規

模企業振興基本法というのが制定になっております。

これは法律で決めておりますので、これを定めていか

なければならないという法律です。そういうことで、

補助金を補うとか、支出をしないようにするためにも、

中小企業振興条例というのがあります。これは県でも

この２月定例会で議案にのっておりますので、これは、

久慈市でも他市でも多分先取りでやってる例があると

思います。いずれこの補助金に頼らない、出費をしな

い、そして持続可能で当市である零細企業が８割以上

なわけで、この方々の振興を手厚くしていくという意

味では、当市でも中小企業振興条例を策定して、振興

策を図っていくべきだなと思っておりますが、その考

え方についてお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  商工会議所のいわゆ

る振興事業費補助金にかかわりまして、小規模企業振

興基本法ということで、それが昨年の６月に国のほう

で法が制定になったということでございます。一般質

問の中でも市長が答弁させていただいておりますけれ

ども、そういった中で、商工会議所の役割というもの

が非常に大きくなるということでございます。その役

割を果たすためには、商工会議所では、そういった対

応するための計画を１年かかってつくっていくという

ことでございます。市といたしましては、当然それに

かかわって、市としての振興策というものも当然検討

していくこととなります。そういうふうに進めていく

こととしておりますけれども、条例の制定につきまし

ては、いろいろ研究・検討していくということで、一

般質問でもお答えしましたとおり、中身をいろいろ精

査しながら、どういった形がいいのか、条例がいいの

か、あるいはそういった取り組みの施策という形でつ

くるのがいいのか、いろいろ勉強させていただきたい

と思いますし、今後商工会議所と情報を密にいたしま

して、その方策については、いろいろ検討してまいり

たいというふうに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  ぜひ、こういうのを検討しながら、

県でも制定をするようでありますので、ぜひそういう

のを参考にしながら、やはりこの零細企業である当市

の振興を強く図っていってほしいなと思っております。 

 あと、中段の中心市街地活性化であります。市長が

さきの一般質問でこの事業について推進をしていくと

いうことについて、ようやく市長の決断がなされて、

私もこの活性化については、一緒に取り組んでいきた

いなと思っております。その中で、ワークショップを

30人で３回ほどするっていうことでありますけども、

この中で、私も参加できればいいなとは思っておりま

すが、ぜひ、一つの考え方ですけども、一生懸命考え

て策定をして素案をつくるわけですけども、その中に

川崎町にある市民市場、あそこも古くなってきて、あ

そこのにぎわいもそれなりにあると思っております。

そういう施設を中心市街地の駅前再開発の中にぜひ取

り入れることによって、ますますのにぎわいが増加に

なるのだと私は思っておりますので、ワークショップ

の中の30人に入れればいいですが、入れなかったとき

を見越して、一言提案をさせていただきます。 

 あと、市長が演述の中であります久慈秋まつりと、

闘牛大会の充実策でありますけども、ちょっと項目を

見つけれませんでしたので、その充実策の中身につい

て、お伺いをいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  まず、中心市街地活

性化の推進でございますが、ワークショップの中で、

いろいろ素案づくりをするわけですけれども、その中

ではいろいろとご意見はいただけるだろうと思ってま

すし、一般質問の中でも議員さん方からもそういった

ご意見等もいただいているところでございます。やは

りどうしても必要になってくるのは集客力のある施設

という、そういったポイントとなる施設というものは

やっぱり必要なのかなというふうには思っております。

ただいまご提言のありました部分につきましても含め

まして、ワークショップの中でいろいろ研究・検討し

ていきたいと思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  秋まつりについてであ

りますが、先ほどもお話をさせていただいたとおり、



－103－ 

経費等が非常に大変になってきたことから、今年度、

平成27年度は経費の増額をお願いしているところであ

ります。また、これも先ほど少しお話をさせていただ

きましたが、平成27年の秋まつりにおきましても、大

友良英さん等の出演を現在打診等協議をしているとこ

ろでありますので、それらの実現に向けて、努力し、

より多くの秋まつりファン、また観光客の皆様を誘客

してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  私から、闘牛関係に

ついて説明いたします。いわて平庭高原闘牛会補助金

の中に、闘牛素牛の導入、要するに闘牛を導入した場

合に対する助成としまして１頭当たり２分の１以内と

いうことで、25万円を限度に補助すると。それから、

闘牛を飼育している牛に対して年間２万円の補助をす

ると、そういった事業を予算計上しております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  秋まつりの充実は、今答弁いただ

きました。中日のイベントを濃くするっていうお答え

だったと思っております。少し残念だなと思っており

ます。ご存じのとおり、久慈秋まつりは、全ての山車

が手づくりになって、各組の若い人たちが大変一生懸

命盛り上げてきていると思っております。ただしかし、

この中日の、先ほどの大友さんのバンドの依頼ですけ

ども、せっかく手づくりになって、中日に披露できな

いのがずっと続いております。それをずっと私も負担

を少なくしながら、観光客の方に披露するのが私は充

実策の一つかなと思っておりました。そういう中では、

中日の披露もそのとおりですが、中心市街地駅前再開

発を早急に整備することによって、今、アンバーホー

ルで行われております前夜祭、これをやっぱり街なか

でにぎわいを当然創出をできる、集客力のある久慈秋

まつり前夜祭と私は思っておりますので、中心市街地

駅前再開発、市長がようやく決断をして、前に進むっ

ていうのは私はすばらしいなって思っておりますので、

ぜひ、その有効活用まだできてないわけですよ。そう

いう意味では、宝の持ち腐れだったり、観光客の方々

にサービスをできてない部分もいっぱいありますので、

そういうことも今後考えて、ほんとの意味での充実に

なると私は思っておりますが、お伺いをいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  秋まつりの件でご指摘

をいただきました。まず、中日等におきまして、山車

を観光客の方々に披露できないものかという点につい

てでありますが、やはりいろいろなところからそのよ

うなご要望もいただいております。そして、こちらに

関しましては、山車組の皆様と協議をしなければなら

ないということで、昨年も実行委員会の山車運行部会

におきまして、話題に出させていただき、ご協力等に

ついて検討させていただいた経緯がございます。ただ、

委員からもちょっとお話がありましたが、やはり、中

日という日に山車組の方々が山車をお客様に見せるた

めに人員を充てたりとか、誰かがご案内をしたりとか、

その場に人間を置くということについて大変負担があ

るというご意見もあり、今後どのような方法がいいも

のか、将来にわたって検討していきましょうというこ

とで、昨年の山車運行部会に話題にのぼったものであ

ります。 

 なお、それであっても、多くの観光客の方は山車に

魅力を、この久慈の大きな山車に魅力を感じていらっ

しゃる方が大変多いと聞いております。そのために、

観光物産協会等で配布させていただいておりますチラ

シの裏面を活用して、山車小屋の位置を地図に落とし

たものをチラシの後ろに印刷をさせていただいて、観

光客の方々にお渡ししているという状況であります。

確かに、地図だけお渡ししても、行った場合に説明し

てくださる方がいないなど、いろいろ問題はございま

すけれども、どのような形がその中日に山車を有効活

用できるものかということに関しては、これからも山

車運行部会の方々と協議を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 後に、秋まつりの前夜祭の件についてご指摘をい

ただきました。やはり市民の方々の中には、以前のよ

うにぜひ秋まつりの前夜祭を駅前周辺で実施してほし

い、実施した方がいいのではないかというようなお話

をいただいているのは事実でございます。これに関し

ましても、基本的には山車組の皆様のご意見を伺って、

ご協力を得なければならないという点がございますの

で、平成27年度も早い時点から秋まつりの打ち合わせ

等を始めたいと考えておりますので、まずは山車運行

部会の場で前夜祭の場所についてご議論をしていただ

きたいというふうに考えております。 
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 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  今、いろいろ説明をいただきまし

た。春は春まつりがあります。夏はヤマセあきんどま

つり、あとはみなとまつり等があります。当然秋は久

慈秋まつり、冬は冬の市があって、その集客の一番大

きいのが久慈秋まつりであります。今答弁もらってお

りますいろいろな団体と協議を重ねて、いずれ一番集

客の多いこのイベントをやっぱり 大限使って、関東

のほうにもＰＲしてるわけですので、やはり山車を見

たいという方々の要望と、あとはやはり街中で前夜祭

をしてほしいという要望等があるわけですので、そう

いうことをぜひとも想定に置いて、この充実を図って

もらえればいいなと思っております。 

 あと、街なか水族館の件ですけども、９月には閉じ

るのかなっていう感じはしておりますが、これを新し

いもぐらんぴあの中に、全ての水槽が行くのか、行か

ないのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  まず、秋まつりの件で

ありますが、委員ご指摘のとおり、当市の秋まつりは

平成25年度から10万人のお客様を超える方々をお迎え

する一大イベントとなっております。イベントが大き

くなるにつれて、やはり費用の面、人的な面、様々な

ご意見等をいただいておりますので、秋まつり実行委

員会や山車運行部会等でしっかり意見交換等をして、

意思を統一し、たくさんのお客様をお迎えできるよう

取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、街なか水族館の件になりますが、先ほど部長

から説明をさせていただきました。工事につきまして

は、今年の秋に完成し、魚等の生物の現場への対応等、

準備をさせていただき、年を越してからのオープンに

なるだろうというふうに見込んでおります。その上で、

現在進めております街なか水族館の事業や、街なか水

族館の２階に設置をさせていただいております「あま

ちゃん」のロケで使われました大型のロケセット、ま

た、「あまちゃん」放送以来開館させていただいてお

りますあまちゃんハウスなど、街なかのにぎわいの創

出のために、それぞれ重要な役割を担っていると思い

ますが、新もぐらんぴあの建設に向けて、これらの街

なか水族館等、これらの取り扱いといいますか、今後

の設置の方法等について癩癩 

    〔発言する者あり〕 

○商工観光課長（久保司君）  申しわけありませんで

した。水槽の件でした。すいません。水槽につきまし

ては、新しいもぐらんぴあの事業が災害復旧事業とい

うことがありまして、以前使っていた水槽をほとんど

復旧するということになりますので、原則的には、今

こちらで使っているのを持っていかなければならない

ということはありません。ただ、スペース的に空いた

部分について利用するということは可能でありますし、

また、バックヤードのほうでいろいろな部分で活用で

きるものというふうに認識をしております。大変失礼

いたしました。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  水槽は、残るかもしれないってい

うことであります。市長は常々街なか活性化等は民間

活力も使いたいというお話であります。私もそれには

賛成いたします。というのは、今、せっかくあそこに

水族館としていろいろな設備配置がなされております。

これをこの水槽を、全国の方々に発信をして、熱帯魚

ファンっていうのが、多くの方々がいるわけですよ。

小さいのから、そういう100万もする魚を飼っている

方もおります。そういう方に、全部の水槽を持ってい

かないし、あそこにそういう施設があるっていうこと

は、やっぱり私は久慈市のあそこを廃止するのもいい

ことだとは思いますが、マイナス思考にならないよう

に、ぜひ全国に発信をして、リースをすると。久慈に

その方々が来てもらうことによって、宿泊が可能であ

るし、久慈を見てもらえると私は思っております。こ

の発想は、私たち会派で、境港に行って、げげげの鬼

太郎のブロンズ像を視察をしたときに、そこの行政だ

けがお金を出して百何十体の設置をしてるのではなく

て、全国から応募をしてもらって、お金を出してもら

って設置をして、それがまたにぎわいにつながってい

るっていう実情、現状、先進地事例があるわけですよ。

そういう意味で、水槽を全部持っていかないのであれ

ば、やはりこの９月の間まででも全国に発信をして、

水槽をリースをして、ぜひ久慈でこういう施設があり

ますので、活用してください。そういうことによって

民間活力が一人ひとりに伝わって、また久慈が発信で

きるのかなと思って、そういう活用の方法もあると思

いますが、考え方についてお尋ねいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 
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○商工観光課長（久保司君）  ただいま、街なか水族

館の水槽の活用等についてご提言をいただきました。

熱帯魚ファン等にリースをしたらどうかというような

お話をいただきました。先ほども若干お話しましたけ

ども、新しいもぐらんぴあの建設に伴い、現在の街な

か水族館のあり方については、早急に検討していかな

ければならないと考えております。そこで、ご指摘の

ありましたように、行政のお金だけで運用していくと

いうところもなかなか厳しいところもあるかと思いま

すので、ただいまのご提言等も含めて、どのように運

営するべきなのか等について、早急に検討してまいり

たいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  今、そういうのを検討していただ

くということで、意気込みだと思っておりますので、

そういうふうに久慈のＰＲとともに全国にそういうの

を発信していくようお願いをして終わります。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  時間も押してますので、簡潔に質

問いたしますので、答弁も簡潔にお願いします。75

ページの住宅リフォーム奨励事業、たしか制度始まっ

て11年目になると思うんですが、そこで、昨年の実績

見込みでいいんですが、事業費の規模がどれぐらいに

なって、波及効果も含めて、現在時点での見込みで結

構です。お知らせいただきたい。第1点。 

 それから、たしか一昨年の中心市街地の活性化計画

の中で、駅前の複合施設整備、当時のやつで18億円規

模での事業計画があったと思うんです。その際に、駅

前の複合施設についての売り上げ目標はなかった。な

ぜないのかということを、当時も今も久保課長にお聞

きしたら、商業統計が廃止になって、把握できなくな

ったという答弁を記憶しております。ところが、昨年、

経済センサス基礎調査やってます。その中に、事業所

の年間総売り上げが各調査あるんです。ですから、商

業統計調査という名称はなくなったかもしれんけども、

経済センサス基礎調査ということで売り上げを把握す

る方法は生きてるというふうに思うんですが、課長い

かがですか。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ご質問のありました、

まずリフォーム奨励事業の状況についてお知らせをい

たします。まず、平成26年度についてでありますが、

まだ 終ではありませんけれども、２月の下旬の時点

で申請件数が53件となっております。25年度が67件、

24年度が58件、23年度が73件、22年度がピークで87件

になっております。ご指摘のとおり、平成17年度より

実施している事業となっており、繰り返しになります

が、22年が87件でピークになっており、そこから少し

ずつ減少傾向にあるものであります。 

 それから、中心市街地活性化計画を策定する上での

商店街の売上高の把握の方法についてでありますが、

大変申しわけありません。勉強不足だったかもしれま

せんが、ご質問をいただいた時点では、この経済基本

調査について把握していないところでありました。確

認させていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  住宅リフォームについては、件数

はお聞きしました。結局、事業所規模でどのぐらいか

っていうのを教えてください。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  大変失礼いたしました。

それでは、歳出の決算額をお知らせしたいと思います。 

    〔発言する者あり〕 

○商工観光課長（久保司君）  大変失礼いたしました。

それでは、各年度ごとの対象工事費の額についてお知

らせをいたします。平成26年度につきましては、まだ

途中になりますが、約１億3,900万円、平成25年度に

おきましては１億6,560万円、平成24年度におきまし

ては約１億5,700万円、平成23年度におきましては約

１億8,440万円、平成22年度におきましては２億2,500

万となっております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  宮澤委員。 

○宮澤憲司委員  秋まつりについての提言でございま

すけれども、昨年の前夜祭、皆さんも見たと思うんで

すけれども、招待者、フランクリンからかなりの市長

さんをはじめ多数の招待者をお迎えしてのイベントだ

ったというふうに思います。ただ、残念だったのは、

招待者の席の前に２重３重の人影が出て、そしてせっ

かくこの音頭上げやらそれから神輿の競演というのは、

招待者席からはなかなか見苦しかったというふうに私

は感じております。何となく招待者に失礼なような形

での招待席だったなというふうに思っていますけれど



－106－ 

も、その辺については、どのように感じられておるの

か、感想をお聞かせをいただきたいと思います。どな

たでも結構です。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  秋まつりの前夜祭の状

況についてご質問、ご指摘をいただきました。委員お

っしゃるとおり、招待者といいますか、来賓の席から

は若干見にくかったものという点では認識していると

ころであります。山車の音頭上げや神輿の運行などに

ついて、どのようなコースで動いてもらえばいいのか。

また、お客様をどのような導線でといいますか、どの

ようによけていただいたりとか、入っていただいたり

したらいいのかというのに関しましては、実行委員会

や山車運行部会等と何回も議論をしたところでありま

す。実は、おととしといいますか、平成25年度の秋ま

つりの際にも若干我々が想定しなかった状況でお客様

たちが動いてしまいまして、危険だったりした部分も

感じているところがありました。そういった点を改善

しようということで、25年度の形にさせていただきま

したが、若干、お話のとおり、来賓席等からは見にく

かったかもしれません。そういった点も反省をいたし

まして、平成27年度以降の前夜祭等については、先ほ

どもお話をさせていただきましたが、場所も含めて、

運行の仕方についても、実行委員会、山車運行部会等

と協議をして、より安全で楽しんでいただけるような

イベントにするように努力したいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この前夜祭について、私も２点だけ

お聞きします。 

 一つは音響、大変マイクが切れたり、非常にお粗末

な音響だったと、私は思ってます。そういった意味で

は、配線をしてるわけですけども、本当に音が聞こえ

ないっていうのは、全く行った人に対するやっぱり失

礼なことになりますし、せっかくのいいものが伝わら

ないし、音響についての対応策。 

 それから、前々から提案申し上げてきたんですが、

実は久慈の秋まつりの音頭上げっていうのは、八戸の

祭りはないそうです。私は、やっぱり音頭上げはその

祭りのそれぞれのところの歴史なりがある音頭上げな

んです。そういった意味では、私は、前夜祭にその各

山車組の一番の人が出てきて、そこでやっぱり競い合

うっていうぐらいの大会でも開いてやっていただきた

いと思ってるんです。それだけの価値があるのが音頭

上げだというふうに私ずっと感じてきたんですが、ぜ

ひ、それぞれの山車組のトップクラスの人が出て、そ

の山車組のいいところをアピールしてくっていうこと

につなげてほしいなと思ってるんですが、その点、ご

検討いただきたいですが、いかがでしょうか。よろし

くお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ただいま、久慈秋まつ

り前夜祭の二つの点についてご質問いただきました。

まず音響設備についてでありますが、平成25年の秋ま

つりには、ゲストの方のお話やトランペットのときだ

ったと癩癩 

    〔発言する者あり〕 

○商工観光課長（久保司君）  失礼しました。26年の

秋まつりについてですが、音響が途中途中で途切れた

件についても、私も現場におりまして、すぐに音響を

委託している業者さんにお願いをして対応させていた

だいたところでありますが、ちょっと専門的なことは、

間違いかもしれませんけれども、想定以上に大きなボ

リュームをマイクで拾ってしまったので、もとのほう

にあるアンプのようなものが許容を超えてしまったと

いうようなお話をいただいておりました。これに関し

ましては、ご指摘のとおり、大変、皆様に不快な思い

もさせたと思っておりますので、今後はこのようなこ

とがないように、音響の事業者さんと相談をしながら

進めてまいりたいというふうに考えております。 

 また、音頭上げの披露や、大会につきましては、実

行委員会、山車運行部会において検討させていただき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  79ページの北限の海女の育成対策の

関係なんですが、実は、私も今素潜りでウニなんか採

ってるんですが、７月の10日前の水温っていうのは、

15度とか14度のときもあるのか、そんな感じの水温な

んです。20、30の若者でもしんどいっていうふうに海

から上がってくるときがあるんですよ。久保課長の日

程を聞きますと、６月から素潜りの訓練をするという

ふうなお話でありますが、経験がある人は、多分水温

を聞けばびっくりするかなという感じはしますし、保
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温対策として、ウェットスーツなんか着用しての訓練

をするとか、そういうふうな提案っていいますか、附

属して説明等して募集をなさらないと、なかなかにし

て応募する人が少ないのかなという感じを受けました

ので、一言、１点。 

 それからもう１点は、あまちゃん音楽祭の関係なん

ですが、450万ほどの予算なんですが、この成功する

か否かは、メーンゲストが誰かということが極めて重

要だというふうに思います。能年玲奈だったらもうい

いと思うんですが、どういう方を予定されているのか、

２点目、お願いしたいと思います。 

 ３点目は、空き店舗対策なんですが、実は、侍浜の

北野のポリテック、事業所なんですが、空き店舗とし

て見ているのかどうかわかりませんけれど、もうしば

らくになります。ジュークスが入って、仕事をしたと

きもあるんですが、この事業所っていいますか、ポリ

テック跡地に入る企業なり、そういう方々の募集なり、

その取り組みをどのようになさり、また状況はどうな

のか、３点目、お尋ねしたいと思います。 

 それから４点目は、企業誘致なんですが、遠藤市長、

国家プロジェクト、大きい企業誘致も考えるというふ

うなお話だったんですが、幸いにして、シティマネー

ジャーも予定されると。あるいは、職員の提案制度も

行われているというふうなことで、国家プロジェクト

を行って、成功して地下備の場合、当時、立地交付金

が工事中は個人市税ぐらい入った、上回るぐらい入っ

たし、国有の交付金、これも５億7,000万円入ってる

と、大変おいしい事業だというふうに思うわけであり

まして、ぜひ頭の片隅に、国家規模のプロジェクト等

も念頭に置きながら、これから進めていただければい

いのかなという、４点の質問させていただきます。 

○委員長（桑田鉄男君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  私から、北限の海女と

あまちゃん音楽祭についてご説明申し上げます。 

 まず、北限の海女につきましてですが、ご指摘のと

おり、７月の上旬は海水温も大変低い状態にあります。

私も昨年、昨シーズンに行ったときに、７月の上旬で

13度とかっていうのがあって、非常に冷たいなという

ような感じを受けておりました。また、７月から素潜

りは実演は行うということで皆様に告知等はさせてい

ただいておりますけれども、もちろん波が高かったり

とか、気象状況が悪くて危険なときには、素潜りは中

止になるという前提でお話をさせていただいていると

ころでありますし、この北限の海女育成事業に応募し

ていただいた方々の指導や素潜りにつきましても、安

全第一に努めてまいりたいと思いますので、ご理解い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 また、あまちゃん音楽祭についてですが、現時点で

大友良英あまちゃんスペシャルビッグバンドの出演を

交渉中でおりますので、一昨年前の大友良英さんのコ

ンサートのときのように、たくさんのお客様から来て

いただきたいというふうに願っているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  国家プロジェクトの誘致のお

話ありまして、一般質問でお答えいたしましたとおり、

積極的に動きたいと思っております。まずはアンテナ

を張っていきたいと思っておりまして、今度シティマ

ネージャーの方の選択肢も見えてまいりましたので、

それだけじゃなくて、やっぱり国との接点も探しなが

ら、有力な情報については、積極的に取り組みをして

いきたいと思ってます。何よりも国家プロジェクト、

市民の皆さんにとってプラスでもなければいけないと

思っております。何でもいいということには当然なる

わけではありませんですが、やっぱりそういった観点

で取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  先ほど、侍浜町にご

ざいます旧ポリテックの跡地ということでお話ござい

ました。こちらにつきましては、現在も事務所の部分

につきましては、ジュークスのほうでスポット的に使

っておりまして、空いている部分は工場等の部分とい

うことになってございます。現在、企業立地する場合、

どうしても新規に土地取得して建物を建てるというよ

り、初期投資を抑える観点から、空き物件を求めると

いうようなケース、多くございます。こういったこと

で、県等から照会が来た場合には、ポリテック等につ

きましても紹介させていただいているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

 ８款土木費、説明を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  78ページ、中段になりま
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す。 

 ８款土木費、１項土木管理費でありますが、１目土

木総務費に3,430万8,000円を計上いたしました。 

 80ページをお開き願います。 

 ２項道路橋梁費でありますが、１目道路橋梁総務費

は１億3,835万円を計上、２目道路維持費は１億2,792

万円を計上、前年度と比較して1,954万1,000円、

13.3％の減でありますが、主に除雪機器整備事業費の

減によるものであります。 

 ３目道路新設改良費は、９億4,888万2,000円を計上、

前年度と比較して5,800万8,000円、6.5％の増であり

ますが、主に道路新設改良事業費補助の増によるもの

であります。道路橋梁費は合わせて12億1,515万2,000

円を計上いたしました。 

 ３項河川費でありますが、１目河川改良費に2,482

万7,000円を計上、前年度と比較して1,412万3,000円、

約131.9％の増でありますが、主に河川改良事業費単

独の増によるものであります。 

 82ページをお開き願います。 

 ４項港湾費でありますが、１目港湾管理費は349万

3,000円を計上、５項都市計画費でありますが、１目

都市計画総務費は7,396万9,000円を計上、前年度と比

較して2,239万9,000円、43.4％の増でありますが、主

に都市計画マスタープラン、緑の基本計画策定事業費

の増によるものであります。 

 ２目街路事業費は８億3,689万7,000円を計上、前年

度と比較して４億9,068万6,000円、141.7％の増であ

りますが、主に街路整備県営事業負担金の増によるも

のであります。 

 84ページをお開き願います。 

 ３目公共下水道費は、５億317万円を計上、４目都

市下水路費は23万円を計上、５目公園費は５億7,916

万8,000円を計上、前年度と比較して１億3,299万円、

18.7％の減でありますが、主に防災公園整備事業費の

減によるものであります。都市計画費は、合わせて19

億9,343万4,000円を計上いたしました。6項住宅費で

ありますが、１目住宅管理費は、１億4,560万3,000円

を計上、前年度と比較して8,935万7,000円、38.0％の

減でありますが、主に生活再建住宅支援事業費補助金

の減によるものであります。２目住宅建設費は8,586

万7,000円を計上、前年度と比較して8,496万7,000円

の増でありますが、市営住宅整備事業費の増によるも

のであります。 

 86ページをお開き願います。 

 住宅費は、合わせて２億3,147万円を計上いたしま

した。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を許します。下川原委

員。 

○下川原光昭委員  81ページの中ほど、区切りのとこ

からいけば２行目になります。道路新設改良事業費の

５億1,200万何がしですが、それに伴って記者会見資

料11ページのナンバー41になります。広美町海岸線の

主な進捗とその内容についてお尋ねをいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  それでは、広美町海

岸線のほうの進捗状況のほうご説明いたします。今、

平成29年度を完成目標に進めております。平成27年度

におきましては、プレロード、あそこは軟弱地盤です

ので、現地盤から２メートルほど盛り土といいますか、

高く盛りまして、地盤のほうを沈下させる、そういう

ふうな工事を予定しておりまして、今、27年度には、

２件の補償物件等、用地補償等の予定しておりまして、

28年度には全面的に盛り土をして、29年度に完成とい

う目標で今進んでいる状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  今、29年度完成予定ってことで、

あそこに住んでいる近隣の方々は、非常に待ち遠しく、

望んでいるところだと思いますので、ぜひ、この事業

が速やかに進んで、地域の方々の環境整備が整うよう

にお願いをしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  中平委員。 

○中平浩志委員  81ページの河川の障害物なんですけ

ど、これ県の工事なんですけど、しばらく、例えば長

内川でもそうなんですけど、河床の上昇、私はこのご

ろやってないなと、ここ何年か。見てて、そういうふ

うな感じがしてます。現にやっぱり大水なんか出ると、

滝ダムは放流しますけれども、滝ダムは放流したばっ

かりで調節はしてます。ある程度、長内川に関しては。

ただ、久慈川なんか見ると、大雨が出ると、ほんとに

一気に水かさが増してるなっていうふうな感じがしま

すし、それに伴い、やっぱり水門とか、幾ら閉めても

開けても、逆流してしまうという、どうしてもやっぱ
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りそういうふうなのが結構出てきてますので、これは

県にお願いして、やっぱり河床の上昇、撤去ですか、

除去ですか、これはお願いした方がいいのかなという

ふうに思いますけれども、考えについてお伺いいたし

ます。 

 それと、次のページの久慈港利用貨物拡大ですか、

ニュースでは宮古から北海道にフェリー運航が出ると

いうことで、ニュースになっておりましたけども、じ

ゃあ久慈は何があるのかなと、正直言って。私は企業

誘致も含めてなんですけど、やっぱりこういった部分

からいろんな意味でやっていかないとまずいなという

ふうな気がしますけれども、いずれにしても、ただ単

に国のプロジェクトもいいんでしょうけども、やっぱ

り民間、ある程度、民間のこういうふうな形でやりた

いなとか、各企業、会社、計画等持ってると思います。

やっぱりそういった部分でのアンテナっていうのを高

く上げなければ、事前に情報をキャッチできないとい

うふうに感じておりますけども、こういった久慈港の

利用、これについても考えについてお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  長内川等の堆積土砂の撤

去についてのご質問いただきましたが、これにつきま

しては、これまでも管理者であります岩手県のほうに

適正な管理をお願いしてまいりましたが、これを機会

にまた適正な管理をしていただくように要望、お願い

をしてまいりたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  ただいま、久慈港の

利用にかかわりまして、ご質問いただきました。久慈

港の利用ということで、今年度につきましては、５月

の14日に客船のパシフィックビーナスが寄港するとい

うことで、昨年の日本丸に続いて２回目ということに

なります。また、貨物の利用ということで、アンテナ

を高くというようなお話もいただきました。こちらに

つきましても、県のほうが中心になっておりますが、

背後地といいますか、二戸等も含めて、企業さん等で

利用する状況がないのかということで、アンケート調

査をしたり、何件かの企業等も訪問させていただいて

おるところでございます。今回、昨年度になりますが、

初めてテントの倉庫というものが久慈港にできました。

これまでは屋内の上山というのが全く久慈港にはない

ものですから、なかなか使い勝手が悪いということで、

仮設のテントにはなるわけですが、そういった新たな

資源といいますか、そういったものが出てきましたの

で、今回、予算のほうに載せていただいております貨

物利用拡大の補助金、こういったものを使いながら、

また今度、野田村のほうにバイオマスの発電ができる

わけですが、こちらのほうでも久慈港のほうに貨物を

上げるような計画がございまして、こちらのほうも一

生懸命、今県と一緒になってポートセールスに努めて

いるところでございます。委員さんご提言のございま

したとおり、アンテナを高くしながら、久慈港の利用

という部分について取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  中平委員。 

○中平浩志委員  わかりました。長内川っていうか、

何とか県に対してお願いしていただきたいなっていう

ふうに思います。 

 それで考えたんですが、滝ダム、あれって堆積して

ないですか、ダムの中に、土砂が。私素朴な疑問なん

ですけど、ただ取ってる部分を見たことがないなと。

堆積してるやつを、滝ダムの堆積物。多分やってると

は思いますけれども、ただ、これも住民から言われる

んですけれども、大した雨が降ってないのに何で放流

してるんだろうと、常に。そういうふうなイメージが

あるらしいんですよ。滝ダムって堆積物ってどうして

るのと言われた瞬間、私も、そういった部分では聞い

たこともなかったので、多分ある程度は堆積物なんか

取ってるはずですよとは言いましたけれども、確信は

持てませんので、そういった部分もやっぱりある程度

は、滝ダムのほうもやっぱり要望っていうのかな、し

たほうが私はいいんじゃないかなというふうに感じま

すけども、その辺、再度お願いします。 

 それと、あと、港湾というか、やっぱりそういった

部分では、どんどんアンテナっていうのもあるんです

けども、ことしになってから、副市長さんともちょっ

と東京でお会いしながら、スズキのメーカーの会長さ

んとか、副社長と会ったんですけども、やっぱりそう

いう部分でも、常にそういったコンタクトっていうの

かな、切らさないように、コンタクトを取ってもらい

ながら、例えば久慈でまたこういった何かありますよ

とか、そういった情報発信、久慈からもメーカーに対

して、そういうふうなのも私は必要じゃないかなとい
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うふうに思いますけども、考えについてお伺いいたし

ます。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  河川とそれから滝ダムの堆

積物については、県からいろいろと情報を聞きながら、

必要に応じて県に対して要望してまいりたいと思いま

す。 

 それから、久慈港の利用にかかわってでございます。

先般、東京におきまして、スズキ自動車、大会社の会

長さんと、それから副社長さんにお会いする機会がご

ざいました。その中で、スズキ自動車では、八戸港に

東北といいますか、自動車を荷揚げしてると。そして、

八戸港から各県に配車になってるんだというようなこ

とでございまして、これらについても、八戸港の背後

地も満杯の状況だということでございます。これらに

ついて、久慈港の中で久慈港の入り口も少ないわけで

すけども、これらいろんな情報等を収集しながら、そ

して、副社長さんとは時間とっていただいて、いろい

ろ懇談していただきました。その中で、副社長さんか

らは、何とか久慈市に対してもご支援できる部分につ

いてはしていきたいんだというようなお話もちょうだ

いしてるところでございまして、今、委員さんからお

話のあったように、せっかくのコンタクトをとってい

ただきましたので、それを大事に今後ともしていきた

いというように考えております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  81ページの道路新設改良工事の中に、

久慈街道踏切の拡幅が計画されております。これの工

事スタート時期、それから完成はいつごろになるかと

いう、まず１点お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  久慈街道踏切の拡幅につ

いてのご質問にお答えいたします。まず、予算計上と

いたしましては、道路新設改良事業費（補助）の五億

何がしの中に含まれております。それで、工事の時期

ですが、27年度に工事着手して、年度内に完成させた

いというふうに計画しております。既に、26年度にＪ

Ｒと詳細設計について協定を結び、進めておりますの

で、確実にできるものというふうに思っております。 

○委員長（桑田鉄男君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  実は、新聞報道によりますと、例え

ば表町から見まして、左右幅員が２メートルの歩道を

つくりますよと計画されてると明記されてたんですけ

ど、表町のほうから２メートル行きますと、左のほう

は川に近いほうは２メートルとれると思うんですけど

も、ガソリンスタンドの前あたり、元来あそこに歩道

がないわけです。歩道がないとこを皆さん歩いて、本

当に危ないんですけども、そこら辺はどのような計画

なんでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  踏切の拡幅に伴いまして、

歩道の設置の考え方ですが、今、ご質問のとおり、右

左に２メートルの歩道を計画しております。それで、

久慈川側については、前後に歩道の形態があるという

ことでご理解いただけたと思うんですが、スタンドさ

ん側のほうですが、今回は、踏切の拡幅ということで、

踏切の部分だけに歩行空間を設置するということで、

考え方といたしましては、ガソリンスタンドさんの部

分じゃないんですが、例えばユニバースさんの脇あた

りには歩道があると。あと表町側にも、路肩が広くな

って、歩行者が通行できるスペースがありますので、

道路横断することなく、踏切も渡れるようにというこ

とで、そういう計画を立てました。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私からも、広美町海岸線について、

ご答弁がありましたので、関連してお聞かせ願います

が、29年に完了予定だということでありますが、一方

で、湊橋のかさ上げに伴って、広美町海岸線が延びる

というふうなことがあります。それらの完成時期はど

うなってるか、29年度にそれも全て終わるのかという

のの確認が一つ。 

 それから、広美町の海岸線です。実は、長内町の土

地区画整理事業とリンクしてまして、本来は。そして、

上長内に抜ける計画があったんです。しかしながらこ

の区画整理事業がもう廃止されたということに伴って、

281のところで終結を迎えるというふうなことで、29

年完了予定というようなことなんですが、非常にその

点は、本当に都市計画を考えた場合に、残念なことだ

ったなと思っておるわけですけども、この広美町の海

岸線が都市計画、そして延伸計画があり、本来は久慈

ニューホテルのところにもかかるようですけども、多

分そういったことがいろいろあって、ちょうどかから
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ないような状況で、今開通に向けて努力なさってるん

ですが、この29年の完成と湊橋の架けかえの関係、そ

れからこれまでの歴史的な背景も含めてお知らせを願

いたい。 

○委員長（桑田鉄男君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  先ほど、広美町海岸

線の完成時期を平成29年度めどということで、今、再

度湊橋のほうはどうなんだっていうことですが、県の

ほうからは、やはり平成29年度完成を目標にというこ

とで伺っております。あと、久慈ホテルのところなん

ですけども、久慈ホテルには若干かかるような形にな

り、移転等が出てきます。それで、長内地区の区画整

理は、今年度都市計画決定を廃止いたしましたけども、

今、委員おっしゃいましたとおり、広美町海岸線はず

っと延びて三陸鉄道のボックスカルバートまで延びて

いきます。そこの広美町海岸線の部分は、道路とすれ

ば、その部分は都市計画の決定は外しておりません。

今回外した部分は、区画整理に係る部分の面的な部分

と区画整理の中の区画道路と、あと公園であります。

その部分は、都市計画決定は廃止したわけですけども、

道路等の部分は、今の広美町海岸線、そしてもう１点、

路線名とすれば、上長内田高線、この部分でその部分

は計画決定を外しておりません。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  非常に聞いてて安心しました。とい

うのは、実はこの計画、もともと281の川胃のほうか

ら新開橋の架けかえを含めて、実は計画されてる路線

だったので、それも、実は都市計画で長内のやつが外

れたから、がくっと私実はいたんですけど、今聞いて、

さらに上長内田高線という名前に引き継がれていくと

いうことで、非常に安心をいたしました。ありがとう

ございます。 

 もう一つ、先ほどスズキ自動車の話、副市長からも

答弁ありました。非常に期待できる話ですが、一方で、

船の大きさ、私、前に海上自衛艦に乗って、艦長と話

したときに、海上自衛艦の基地として久慈を誘致した

い、どうなんだって言ったら、実は海上自衛艦が基地

にするには岸が浅いというふうな状況があって、なか

なか基地化できないという話を当時されたんです。今

回のスズキ自動車の専用船が来たときの喫水状況は、

どのような、合致して入れる状況かどうかというのを

改めて確認したい。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  船が入ってこれる状況につ

いては、担当のほうからご説明させますが、私が副社

長さんとお話したのは、その船を持ってくるとかそう

いうことではなく、いろんな面でこれを機会に久慈市

に対してどのような支援ができるのか、それらについ

て一緒になってやっていきましょうという、そういう

お話をいただいたということでございますので、ご理

解いただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  久慈港のバースの状

況ということになりますけども、マイナス10メーター

岸壁というのが、これが185メートル、１万2,000トン

がつくという形のものでして、今回５月14日に入港し

ますパシフィックビーナス等でぎりぎりというような

大きさでございまして、鶏と卵ということにもなるん

ですが、港湾の設備が非常に脆弱だという部分もあっ

て、誘致していきたいんですが、船の大きさが合わな

いとか、そういった部分で非常に苦慮しているという

部分でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  この際、本日の審査時間を

延長いたします。５時30分ころをめどに延長をしたい

と思います。 

 梶谷委員。 

○梶谷武由委員  河川改良費のところですが、先ほど

中平委員のほうから長内川の河床の土砂撤去の話が出

たわけですが、あわせて長内川に津波のときの影響で、

立ち枯れした木が非常に目立つわけです。土砂撤去と

同時に立ち枯れした木も撤去できればいいですが、土

砂撤去等が進まない場合、この立ち枯れした木だけで

も早期に撤去すべきと考えるんですが、あわせて要望

をしていただけないでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  長内川の津波による影響

で、立ち枯れしてそのまま残ってる木の処理でござい

ますけども、川崎町周辺に特に目立つなというふうに

思っておりますが、その辺も県の河川管理者のほうに

お願いしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  二、三、お尋ねいたします。一つ
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は、市道の拡幅の問題で、市長の方針演述でもあった

んですが、天田内三日町線の拡幅、岩久線から入り口

やっているわけですが、特に岩久線入ってすぐの橋、

まさにかぎ形っていうんですか、非常に大型バスが大

変だということで、再三聞くわけですが、この拡幅に

ついては、あの橋の建てかえも含めて、架けかえも含

めての視野に入ってるのか、まずお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  天田内三日町線の現道拡

幅事業についてお答えいたします。 

 当初、大川目側の三日町側の交差点を整備して、次

は小久慈側に渡りまして、県道からまさに今ご質問の

ありました天田内橋を含めて拡幅をしたいということ

で、今現在事業を進めているところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  ぜひ、観光客が大いに利用する路

線でありますので、お願いしたいと思います。 

 次に、これも市長が述べられた浸水対策の問題です。

以前にも取り上げた長内町の新築町田高、地割で言え

ば７地割から10地割、ここの用水路があわせて赤線も

通っているわけですが、これの恒久対策となれば、い

ろいろと財源確保の問題もあろうかと思うんですが、

恒久対策ももちろんやる必要があるわけですが、大雨

のたびに浸水が出るということでは、何とか緊急の当

面対策も必要ではないかというふうに思うんですが、

その点についていかがでしょう。 

○委員長（桑田鉄男君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  多分、県道の部分だと思い

ますけれども、あそこの部分は、市といたしましても、

何とかしたいというふうには考えております。まず、

恒久的っていいますか、大規模なポンプ場をつくる前

に何とかできないか、今後ちょっと検討してみたいと

思います。よろしくお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  それから、防災公園で経過は省き

ます。遠藤市長なって、抜本的な見直しをするんだと。

18億で何とかやって、 小限福祉の村の接続は考えな

くちゃならないなというのが今までの流れだったと思

うんです。ところが先般の一般質問の答弁で、32億円

っていう答弁されてます。そこで、18億や20億から32

億にかなり膨らんだなという印象を受けたわけです。

32億円の内容、内訳っていいますか、とりあえず教え

てください。 

○委員長（桑田鉄男君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  従来ご説明申し上げ

ておりました総事業費18億で緊急避難場所の平場それ

に通ずる道路ということで整備をしたい。旭町・大崎

地区の道路はつながなければならない、つなぎますと

いう話をしておりました。18億では、残念ながら全延

長の２分の１までいかない３分の１程度ぐらいしか整

備できないのかなと感じております。残る部分、これ

は、今までの説明で、 低でも通常の交付金事業とい

うことで整備をしたいという話をしておりましたけど

も、今回、国に要望する時点で、やはりこの復興枠で

あれば、当然実質10割補助なわけですので、残りの部

分の園路の部分も含めて国のほうに要望を出したとい

うことであります。 

○委員長（桑田鉄男君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今聞いただけでは、にわかにわか

らない部分もありますが、もう一つは、一般質問でも

出たと思うんですが、いわゆる、夏井橋から防災公園

に通ずる田んぼの中の道路整備もやるという答弁もあ

ったと思うんですが、これも32億の中に入ってるわけ

ですか。入ってないとなれば、別途の予算措置という

ことになると思うんですが、その点、いかがでしょう。 

○委員長（桑田鉄男君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  今、32億という話し

てるわけですけども、いずれ私どものほうの事業は公

園事業でありまして、公園の計画決定区域内の事業と

いうことになります。今、農道、先般の一般質問でも

お話になったわけでございますけども、その中には含

まれてございません。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  第１点は、河川費ですが、節を見ま

すと、委託料が1,244万、それから工事費が778万とな

ってますが、一つは工事費の内容と13の委託料の内容

についてお聞かせいただきたいと思います。 

 それからもう１点は、83ページの都市計画の木造住

宅耐震改修工事助成事業ですが、この内容、件数等と

内容についてお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、85ページの住宅費の２目の住宅建設費で

すが、これは宇部の関係じゃないかというふうに考え

るんですが、委託料の3,200万、それから、公有財産

の5,100万の内容についてお聞かせいただきたいと思
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います。 

 それから、 後にいわゆる萩ケ丘団地内の市道の舗

装について、前にも申し上げた経緯があるんですが、

団地にずっとのぼって行って、上がりきって西側に行

く道路は舗装になってますけど、東側に右折していく

方向は、依然として未舗装の状況なんです。何であそ

こだけこれまでずっと未舗装の状態なのか、ぜひ舗装

をかけてほしいんですが、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  河川事業のご質問にお答

えいたします。まず、河川事業ですが、継続をしてお

ります田面側の工事をまずしたいということで、その

工事費を計上しております。ほかにつきましては、新

規の河川の設計委託を計上しております。 

 あと、萩ケ丘団地の道路改良の関係でございますけ

ども、通り抜け道路ではないということで、恐らくほ

かの路線よりは整備がおくれているのだろうというふ

うに考えておりますけども、これにつきましては、全

体の市道の整備計画の中で、できるだけ早く整備がで

きるように努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱田建築住宅課長。 

○建築住宅課長（濱田哲弥君）  住宅耐震改修につい

てでございますけども、内容でございますけども、耐

震診断によりまして、判定値が1.0未満と診断された

住宅の耐震性を確保するため、改修工事を実施した工

事に工事費用の一部を補助するものでございます。件

数でございますけども、改修のほうが平成20年から26

年まで実施してございますけども、26件を消化してご

ざいます。 

 市営住宅の整備事業費についてでございますけど、

これは宇部地区の市営住宅を平成26年から29年までの

４年間で整備を進めてまいりたいと考えております。

平成27年度は、建築申請上に142万とかとありますけ

ども、業務委託の内容でございますけども、造成設計

と基本、それから実施設計、あと工事は今回ありませ

んけども、用地買収がございます。これが5,118万

3,000円、以上となってございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  萩ケ丘団地の舗装ですが、通り抜け

じゃないからということでの答弁でしたが、あそこ何

年たつんですか、建築してから、もう数十年たつんで

すよ。あそこにやっぱり右側のほうにも30戸以上ある

んですよ。生活してんですよ、あそこの路線使って。

だから、ぜひこれは市道なんですから、側溝は入って

るし、舗装かけるだけなんです。そんなお金がかかる

問題じゃないんでやっぱり同じ市営住宅の敷地で片方

が舗装で片方がずっと未舗装なんですよ。ぜひこれは

早急に、そんな予算かけるのではありませんので、お

願いしたいというふうに思いますが、再度お聞かせく

ださい。 

 それから、この耐震の関係でことしの分がなかなか

答弁にならなかったんですが、そこでこれはいわゆる

住宅をかなり改修しなきゃならないと思うんです、全

体的に。そういうことだと思うんです。そこで、課長

ちょっと聞いてほしいんですが、いわゆる耐震に耐え

るような住宅をつくるということで、吸震工法という

のが出たそうです。壁柱っていうのを聞いたことある

でしょうか。壁の柱をつくる。これは、阪神大震災の

教訓から、あのほとんど７割、８割の人たちが住宅が

壊れて圧死してるんです、阪神の場合は。そのことか

ら、京都大学の社会防災研究部門と大阪府の木材連合

会が研究してつくった、居ながらにして耐震補強でき

るしなやか吸震工法っていうことで、今注目を浴びて

おります。これは、壁を強化することによって、部分

的に、例えば一つの部屋を守ると。そしてつくる際に

移転しなくてもつくれると、住みながら。コストは半

減し、大体10万か15万だそうですが、この壁柱ってい

うこの工法について、ご存じなのかどうか、まずお聞

かせください。これ知らないと話にならないので、ま

ずご存じでしょうか。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱田建築住宅課長。 

○建築住宅課長（濱田哲弥君）  すみません。壁柱補

強工法ということで、一応調べております。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  調べているだけじゃ困るんです。こ

の工法を補助対象にしてほしいんですが、検討してい

ただけませんか。そうしますと、少ない費用でできる

ということで、例えば、一室補強式の活用に向けてや

ってるということで、一部屋ずつもできるということ

ですので、これはぜひ補助対象にしていただきたいと。
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特に在来工法で建てた例えば古い家屋があります、木

造の。そういう家屋には非常にいいんだと。昔の家っ

ていうのは座敷があったりして、いわゆる戸で部屋を

仕切ってます。したがって、柱が立ってないと。そう

すると、非常に倒れやすいんです。そこに壁柱ってい

うのを設置することによって、そこにいる限りそこは

潰れないということですから、まず潰れて死ぬことは

ないんだってことが明らかになってるんです。どうか

この壁柱方式、吸震工法、久慈市の耐震対策にぜひ導

入を検討していただきたいんですが、お聞かせを願い

たいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱田建築住宅課長。 

○建築住宅課長（濱田哲弥君）  この壁柱補強工法で

すけども、間伐材を利用し、森林保全に貢献するもの

であり、当市にとってもよい工法だとは思いますけど

も、現要綱では、住宅全体を補強しなければならない

要綱になってございます。かといって、今、住宅の耐

震診断とか、改修につきましては、申請者も減少して

おりますことから、今後研究してまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうなんです。今、国なり要綱、そ

うなってるんです。だから、当然この人たちも国に対

しても補助できるようにしてくれということで運動も

してますし、これは久慈市としても、久慈市が多分単

独で入れることできるわけですから、ぜひ、今課長答

弁あったように、全体をやるってことは大変なことな

んですよ。建てかえに匹敵するような状況で、今の状

況の中で、そんな負担出せないから、耐震工事が進ん

でないと思うんです。そういったので、こういった形

で住みながら、しかも低廉な価格でできると。しかも

安全な部屋を確保できるんだということを強調したい

と思うんですけど、そこんとこぜひ検討していただい

て、久慈市単独でもできることですから、これまでリ

フォームもしているし、そういったリフォームの中に

も含めて、これはぜひ真剣に検討していただいて、住

宅が潰れて亡くなるような状況をなくしていくという

ことについて真剣に私は考えていただきたいと思うん

で、この点を取り上げました。これＮＨＫラジオのニ

ュースで、その後インターネットで調べた結果ですか

ら、ぜひ誰でも知り得るニュースですから、ぜひこう

いうのを生かして、住民の命と暮らし、安全を守ると

いうことが大事だと思うんで、ぜひ一つこれは市長で

も副市長でもいいですが、答弁いただいて、その方向

ぜひ示していただきたいと思います。お聞かせくださ

い。 

○委員長（桑田鉄男君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  木造住宅の耐震診断、それ

から耐震改修工事、これは目的は、地震等で住宅が壊

れなくなればいいわけですので、ただいまご提言いた

だきました内容については、担当部に検討させたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  ５時半までに終わりたいというこ

とでしたので、端的に話をします。川又小国線から入

って、ちょうど中間あたりに部落があります。昔小さ

なお店があったと思うんですが、それからちょっとだ

け先に行きまして、山越しする市道があります。市道

になってるのか林道になってるのか、昔の道路ですか

ら。木売内に行くところだそうです。その上がり口の

すぐ50メーターぐらい、100メーターぐらい先になる

んですが、その辺なんですが、あそこはワイヤーの

ガードレールというのか何かわかりませんが、あれが

完全にだめになってるんですよ。片側、反対側、市有

林か何かになってると思うんですが、すっかり50メー

ター上り口から、50メーターぐらいのとこだと思うん

ですが、そこがまたガードレールが全くないわけです

よ。冬路面が凍ったとき、川にそのままどぼんと行き

そうだと、とても怖いということですので、新しい

ガードレールをつけてくれとかそういうことじゃなく、

ともかく落ちないように、何か対策をしてくれという

ことでございますので、柱を立ててワイヤー張るなり

何なり、何も新しく工法云々かんぬんというのじゃな

く、金のかからないように、そして安全にしていただ

けるように。了解ですね、答弁は要りません、わかっ

てるでしょうから。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  時間がなくなりましたけど、端的に

お伺いしたいと思いますけども、81ページの道路新設

改良事業費単独事業で１億6,800万、その中で、一般

会計の説明の中で、宇部岩瀬張線7,800万が載ってお

りますけども、これの内容をお聞きしたいと思います。
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といいますのは、前の一般質問でも私お聞きしたこと

あるんですけども、この路線になると思うんですけど

も、長坂地区、ここが100メーターほど、もう何年も

前から未整備になっております。これが入ってるのか

どうか、お伺いしたいと思います。 

 それからもう１点ですけども、85ページの今、城内

さんのほうからも話がありました市営住宅についてで

すけども、これは宇部の住宅ということであります。

八千何百万でしたっけ。これは以前の一般質問にも出

たと思うんですけども、場所については、宇部支所の

近くというような答弁の仕方でしたけども、測量とか

用地買収とかっていう話がさっきありましたので、正

式に宇部支所の南側の民地ということになるのかどう

か。それとちょっと小耳にはさんだ話ですけども、な

んか今の市営住宅が小学校側にあるわけですけども、

それと交換するとかいうお話をちょっと聞いたんです

けども、地代とかという話が先ほどありましたけども、

詳しい内容についてもあわせてお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  道路新設改良事業費単独

につきまして、宇部岩瀬張線の改良工事でございまが、

宇部岩瀬張線の工事費としては継続で実施したいと考

えておりますので、事業費は計上してございます。た

だ、今ご質問のありました宇部の長坂地区の当時改良

できなかった部分、100メートルちょっとあるんです

が、そこの部分につきましては、前にも、議会のほう

でも取り上げていただいて、話題になってるわけです

が、左右に地主さんがいらっしゃいまして、その質問

をいただいた直後にいろいろ地主さんの意向を区長さ

んを通じて確認したりしておりますが、まだ完全に了

解をするというふうな、まだ熟度が高まってないって

いうふうに、私自身、土木課では判断しているところ

で、その状況を見ながら、何とか早い時期に整備改良

につながるようにしたいなというふうに考えておりま

す。 

 現在、計上しております事業費につきましては、岩

瀬張線のほう、古山地区が終わりましたので、今度は

岩瀬張地区のほうから整備を進めていくという考えで

ございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  濱田建築住宅課長。 

○建築住宅課長（濱田哲弥君）  市営住宅についてで

ございますけども、場所についてですけども、委員さ

んがおっしゃいますとおり、支所の裏側といいますか、

南側になります。それで、小学校側の市営住宅、日向

住宅になりますけども、当初はそちらを広げて整備し

たいと考えておりましたけども、相続の関係でそちら

を購入できなかったということで、次に考えたのがま

ず土地を市で所有する残地をなくしたいということで、

その近接に持ってる土地の方がちょうどそこに持って

おりましたものですから、土地買収費用を安く済ませ

るために何とかお願いした次第でございます。 

 以上です。 

○委員長（桑田鉄男君）  澤里委員。 

○澤里富雄委員  わかりました。今の道路の件ですけ

ども、これは、この前議会報告会にも出された経緯が

ありますけども、非常にあそこはカーブでもあるし、

今年は雪が降らないからいいんですけども、非常に危

険な狭いということで、それから、雨が降るたび、あ

そこ土砂が下のほうの民地に流れ込むということで、

毎回苦情があるようなんですけども、いずれ、今の現

況のままでもいいから側溝をつけてくださいというよ

うな意見も出されましたので、ぜひ早急に対処してい

ただきますよう、努力していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君）  滝沢土木課長。 

○土木課長（滝沢重幸君）  宇部岩瀬張線について、

再度の質問にお答えいたします。安全対策ということ

でございますが、現地のほう、支障木の関係になりま

すけども、地主さんから協力いただいて、結構大きな

松の木が道路のほうにかぶってる部分があったんです

が、そこは処理していただきましたので、大変ありが

たかったと感謝しております。 

 あと、そういった降雨時に流出して路面が傷むとい

うようなことに関しましては、極力維持管理に努めて

いきたいというふうに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君）  畑中委員。 

○畑中勇吉委員  時間が押してきましたので端的に、

85ページの防災公園の関係なんですが、25年、26年、

６億、６億の社総交の復興枠を決めて、27年度20億の

申請をしたと、こういうふうなお話なんですが、この

20億の決定通知があるのが新年度、どの時期かという

のが１点。 

 それから、平場を造成するということなわけですが、
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第１次避難所、これがどれぐらいの面積か。 

 それからもう一つは、その平場、かつては軽スポー

ツ等、平時はというふうな話もあったんですが、その

計画等はどうなのか。 

 それから、 終年度は32年の３月31と、こういう予

定であったわけでありますが、そこまで伸びないで完

成できるような気もするんですが、今の目標として

終年度をどう捉えているのかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君）  田畑都市計画課長。 

○都市計画課長（田畑敏文君）  平成27年度の予算要

望、20億ということで要望してるわけなんですが、こ

れが内示がいつになるかという、テレビ報道等で国の

予算は４月超えるんじゃないかということなわけです

が、決定になれば、内々の内定があるかなと思ってお

ります。恐らく予算が４月10日前後に確定、国の予算

が決まるかなと思ってます。それ以降に内々のお話も

いただけるのかなと思っております。 

 それから平場の面積等でございますけども、今、取

りまとめてるところでございます。一般質問等でもご

答弁申し上げております。いずれ時間をいただいて、

皆さんにご説明を申し上げたいと思いますので、それ

までもう少し時間をいただきたいと思います。 

 あと完成時期でございますが、今時点でありますと、

ご存じのとおり、復興枠は平成27年度までということ

になっておりますが、実質的に事業費がかなり大きい

わけでございます。制度上にも繰り越しという制度等

もありますので、そういう制度を使って、いずれなる

べく早期に緊急避難場所を、それに通ずる道路はいず

れ確保するように努力したいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君）  質疑を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○委員長（桑田鉄男君）  この際、お諮りいたします。

本日の審査はここまでとし、以降は明日18日に審査を

行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 あすの委員会は午前10時から開きます。本日はこれ

で散会いたします。 

    午後５時28分   散会   
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