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    午前10時00分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから本日の会議を

開きます。 

 欠席通告が、藤島議員よりありました。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第１、一般質問を行い

ます。 

 順次質問を許します。清風会代表小栁正人君。 

    〔清風会代表小栁正人君登壇〕 

○13番（小栁正人君）  おはようございます。私は清

風会を代表し一般質問を行います。 

 質問に入る前に、私からも、先月広島市や礼文島で

発生した土砂災害で、犠牲になられた多くの方々にご

冥福をお祈りいたしたいと思います。また、避難生活

を余儀なくされている皆様に対しましても、心よりお

見舞い申し上げ、質問に入ります。 

 なお、質問の内容が、昨日と重複するものがありま

すが、割愛せずに通告に従って順次質問いたします。 

 質問の第１は、人口減対策についてであります。 

 １点目は、本年５月、日本創成会議が将来の危機的

な人口減を示す試算を公表して以来、持続可能な地域

づくりを目指して、各自治体の動きが活発化しており

ます。岩手県においても、７月、市町村と県で構成す

る県人口問題連絡会議を設置し、各自治体と意見交換

等を重ね、人口減に歯どめをかける施策を探るとのこ

とでありますが、この県人口問題連絡会議の具体的内

容についてお伺いいたします。 

 ２点目は、人口減対策が急務になったことを踏まえ、

このたび庁内に設置されました人口問題対策本部にお

ける課題解決策についてもお伺いいたします。 

 ３点目は、若者の定住の促進により、地域に活気を
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呼び込み、地域を支える活力を取り戻す施策である若

者定住促進プロジェクトチームを庁内に設置する考え

はないかお伺いいたします。 

 次に、総合防災公園整備事業についてお伺いいたし

ます。 

 国の社会資本整備総合交付金の復興枠約18億円を見

込み、第１期計画においては、夏井地区から総合福祉

センターに抜ける道路整備と避難グラウンド２カ所の

整備を計画し、しかし、トータル的な計画は見直すと

のことでありますが、計画見直し後の具体的整備内容

についてお伺いいたします。 

 次に、公共施設等総合管理計画についてお伺いいた

します。 

 全国的に公共施設の本格的な老朽化を見据え、また

人口見通しも踏まえた上で、各自治体においては計画

的に公共施設の修繕や統廃合などを進めていく公共施

設等総合管理計画の策定を目指しているものと認識し

ておりますが、久慈市における同計画策定に向けた進

捗状況と策定時期についてお伺いいたします。 

 次に、旧久慈消防署八日町分室についてであります。 

 今月上旬の完成を目指し、改修工事もきょうのとこ

ろでなんとか終わっておりましたが、１日も早いコミ

ュニティ活動の場としての利用を待ち望んでるわけで

あります。当施設のリニューアル後の名称と指定管理

者制度による管理体制に移行するための具体的計画内

容をお伺いいたします。 

 次に、防災対策について２点お伺いいたします。 

 １点目は、近年、全国で集中豪雨による土砂災害、

河川の氾濫等が見受けられ、我が久慈市も、いつ豪雨

災害の発生があってもおかしくない気象状況であるこ

とを危惧するところでありますが、集中豪雨等による

土砂災害に対する危機管理体制の現状についてお伺い

いたします。 

 ２点目は、本年７月31日、唐突とも思える久慈湊地

区における津波避難タワーの整備計画が新聞に掲載さ

れ、多くの市民の方々も知るところとなりました。そ

の後、議会においては、事務事業説明会で計画内容の

説明があったわけでありますが、仄聞するところによ

りますと、湊地区の方々には、津波避難タワー整備計

画に対し疑問点等が多々あるとのことであります。津

波避難タワーを含む防災施設整備計画を拙速にスター

トするのではなく、再吟味すべきと思いますが、お考

えをお伺いいたします。 

 次に、ラジオの難聴解消についてであります。 

 市内においては、いまだにラジオがよく聴き取れな

い地域があるわけでありますが、昨年の９月定例会に

おいての答弁では、「難聴地域とその原因の把握に努

めている」とのことでありましたが、その後の難聴地

域把握調査の進捗状況と難聴解消に向けた今後の取り

組みについてお伺いいたします。 

 次に、ふるさと納税特産品についてお伺いいたしま

す。 

 ふるさと納税は、自分の故郷や貢献したいと思う地

方自治体に寄付という形で支援する制度でありますが、

昨今、ふるさと納税に対するお礼記念品そのものの魅

力で、納税額が飛躍的に伸びた自治体もあり、ふるさ

と納税特産品送付制度を導入されることは、久慈市の

ＰＲにもなり、賛同するところであります。本年７月、

寄付者にお礼送付する地域特産品の選定作業をスター

トされたわけでありますが、選定状況をお伺いいたし

ます。 

 次に、2016いわて国体開催について、２点お伺いい

たします。 

 １点目は、我が久慈市は、国体における柔道競技会

場であり、多くの関係者の来場が見込まれ、久慈市の

ＰＲ及び活性化には、またとないチャンスであります。

そこで、歓迎、おもてなしの気運醸成を図るための市

街地景観整備が必要と思われますが、どのような手法

を考えておられるのか、お伺いいたします。 

 ２点目は、本年７月、久慈市は施設状況や災害時の

対応を考慮され、国体における軟式野球競技会場から

辞退することを決定されたわけであります。しかし、

今後も軟式野球連絡協議会の事務局を担い、同競技開

催地である町村に対し人的及び財政的な支援は行うと

のことでありますが、具体的支援内容をお伺いいたし

ます。 

 次に、「岩手県いい歯の日のつどい」についてであ

ります。 

 岩手県と岩手県歯科医師会が主催し、本年11月９日、

当市において開催されます「岩手県いい歯の日のつど

い」に対し、歯と口腔の健康づくり条例を策定・施行

されている当市としては、当然支援されるものと考え

ておりますが、具体的支援内容をお伺いいたします。 

 次に、高舘市民の森整備事業についてお伺いいたし
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ます。 

 先ほども述べましたように、久慈市は国体柔道競技

会場であり、開催時には三船十段記念館への来場客数

も増加が見込まれ、それに伴い高舘市民の森も散策の

場としての利用も増えるものと予想しております。平

成23年度以来、毎年整備されておりますが、高舘市民

の森の具体的整備計画についてお伺いいたします。 

 次に、雇用創出について２点お伺いいたします。 

 １点目は、当市独自の雇用支援制度である再就職緊

急支援奨励金及び新卒者雇用支援奨励金による支援実

績についてお伺いいたします。 

 ２点目は、近年、高卒者の地元就職希望者数の割合

が、県内の他地域に比べて低い傾向にありますが、こ

のことに対する対応策をどのようにお考えかお伺いい

たします。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画についてお

伺いいたします。 

 先月、市民１万5,000世帯を対象にアンケート調査

が実施され、アンケート結果も示されたわけでありま

すが、市民アンケート結果を踏まえた今後の具体的計

画内容についてお伺いいたします。また、本年度の同

計画の補助金申請には、今月中旬がタイムリミットと

聞いておりますが、同計画の申請は可能かお伺いいた

します。 

 次に、観光振興についてであります。 

 １点目は、三陸復興国立公園、三陸ジオパーク、み

ちのく潮風トレイル等の活用策が、当市の観光振興に

は重要な施策と考えますが、当局におかれましてはど

のような具体的活用策をお考えかお伺いいたします。 

 ２点目は、台湾においてもＮＨＫ朝の連続テレビ小

説「あまちゃん」が放映され、それなりの人気を博し

ていると仄聞しておりますが、昨今、花巻空港におけ

る台湾との定期チャーター便の増便、定期化も期待さ

れており、台湾からの観光客の増加も見込まれると思

われますが、観光客受け入れに対する支援策について

お伺いいたします。 

 次に、荒町地区の電線地中化、歩道整備についてお

伺いいたします。 

 当地区は、国道281号線沿線市街地で唯一電線地中

化未整備地区であり、また、歩道も段差があるなど整

備が必要と思われますが、当局のお考えをお伺いいた

します。 

 次に、川貫・大沢地区の生活基盤整備についてであ

ります。 

 今年度より施設整備が開始される川貫雨水排水ポン

プ場の具体的整備内容についてお伺いいたします。ま

た、同地区における公共下水道整備計画についての見

通しもお伺いいたします。 

 次に、教育行政について、教育長にお伺いいたしま

す。 

 １点目は、市立図書館の移設についてであります。

近年、全国の自治体において、図書館をメーンとした

交流人口の増加策が見受けられ、ある種、文化の薫り

のするまちづくりにもつながるものと思われます。そ

こで、市立図書館を駅前に移設し、市街地におけるに

ぎわい創出につなげ、現図書館施設を常設の歴史民俗

資料館として活用してはどうかと考えますが、教育長

のお考えをお伺いいたします。 

 次に、名誉市民の偉業についてであります。 

 久慈市には近代柔道の発展、国際化に多大な貢献を、

功績を残された三船久蔵十段。そして三陸大津波にお

ける救援活動をはじめ、教育・医療の普及に尽力され

たタマシン・アレン先生とお二人の名誉市民がおられ

ます。お二人の歴史的価値ある偉業にさらなる光を当

て、教育、文化交流に活用すべきと思いますが、お考

えをお伺いいたします。 

 次に、久慈小学校のプール施設整備についてであり

ます。新校舎も昨年５月に完成し、新体育館の完成も

間近となりましたが、久慈市のセンタースクールと標

榜される小学校でありながら、プール施設整備計画が

ありません。学校経営方針の中にも、自分の体に関心

を持ち、体力向上に努めるとあり、水泳は欠かせない

ものと思われます。生徒の体力向上はもちろんのこと、

地域のプールとしての活用も可能と思われますが、

プール施設整備のお考えはないのかお伺いいたします。 

 後に、山形中学校体育館の屋根改修整備について

であります。同中学校の体育館は屋根全体が錆に覆わ

れ、雨漏りもみられるなど早急な改修が必要と思われ

ますが、改修整備のお考えはないのかお伺いいたしま

す。 

 以上で、登壇しての私からの質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  清風会代表小栁正人議員のご
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質問にお答えをいたします。 

 初に、人口減対策についてお答えをいたします。 

 まず、県が設置した人口問題連絡会議の具体的内容

についてでありますが、人口問題に係る各種調査、分

析結果の情報共有を行い、県、市町村の連携方策につ

いて意見交換を行うために県幹部職員と各副市町村長

が一堂に会しますことから、情報交換など連携が推進

されるとともに県の施策につながっていくことを期待

しております。 

 次に、市が設置した人口問題対策本部における課題

解決策についてでありますが、昨日の新政会代表中平

議員ほかにお答えいたしましたとおり、雇用・所得環

境の改善、結婚、出産、子育て、教育環境の整備・充

実、Ⅰターン・Ｕターンの促進などの各施策を相互に

連携させて全庁を上げた対策として講じてまいります。 

 次に、若者定住促進プロジェクトチームの設置につ

いてでありますが、若者の定住促進は、出生数の増加

及び生産年齢人口の維持、さらには地域経済の活性化

につながる好循環を実現するために重要であると考え

ており、そのために、各施策を相互に連携させて全庁

的な対策として取り組むこととしております。プロジ

ェクトチームの設置につきましても検討してまいりま

す。 

 次に、総合防災公園整備事業についてお答えをいた

します。 

 総合防災公園整備事業の見直し後の整備内容につい

てでありますが、都市計画マスタープランや緑の基本

計画で、久慈市全体のまちづくりや防災機能を備えた

都市公園の整備方針など、将来の久慈市の都市施設の

あり方を平成28年度までに策定し、その中で、公園の

規模や施設内容などが定められるものと考えておりま

す。 

 その後におきまして、久慈市全体の都市施設との調

整を行いながら、具体的に整備計画を策定してまいり

ます。 

 次に、公共施設等総合管理計画についてお答えをい

たします。 

 当該計画の策定につきましては、コンサルタントへ

の業務委託により進めることとし、本年８月、コンサ

ルタント会社と業務委託契約を締結し、計画策定に着

手したところであります。 

 計画の策定期間は本年度と来年度の２カ年を予定し

ているところであり、本年度は市の全ての施設を対象

とした現状把握などに基づき基本計画の策定を行い、

来年度はこの基本計画及び財政状況や人口動態等の将

来推計をベースとして、市民の皆様のご意見を伺いな

がら個別計画を策定していきたいと考えております。 

 次に、旧久慈消防署八日町分室についてお答えをい

たします。 

 まず、施設の名称についてでありますが、７月に市

広報により公募を行ったところ15件の応募があり、ま

ちなか交流施設選考委員会を設置し、選考を行った結

果、ふさわしい作品がなかったことから、地元の八日

町町内会に提案をいただき、「秋葉館」と決定したも

のであります。 

 秋葉館とした理由は、八日町に鎮座する秋葉神社は、

三社大祭の起源となる由緒ある神社であるとともに、

火伏せの神様であり、また、旧久慈消防署八日町分室

は、消防施設として使われていたことから、秋葉神社

の秋葉をつけ秋葉館としたものと伺っております。 

 次に、指定管理者制度による管理体制移行の計画に

ついてでありますが、現在施工中の改修工事は今月中

の完成見込みとなっており、平成26年度中に施設の設

置条例の制定及び指定管理者を決定し、できるだけ早

期に指定管理体制に移行してまいります。 

 次に、防災対策についてお答えをいたします。 

 まず、集中豪雨による土砂災害発生時における危機

管理体制についてでありますが、大雨等に伴う災害等

の場合、事前に気象警報などの発令が予測されること

から、気象警報発表前から気象台などを通じて情報収

集を行っているところであり、気象警報発表時は速や

かに災害警戒本部、または災害対策本部を設置し、迅

速な対応に努めているところであります。 

 また、土砂災害警戒情報が発表された場合、各防災

機関からの情報収集はもとより、気象庁の土砂災害警

戒判定メッシュ情報や、岩手県土砂災害警戒情報シス

テム危険度参考情報などを常時監視しながら、市民に

対して迅速な情報提供を図るとともに、避難勧告など

に関しましても空振りを恐れず早めの発令を行うなど、

市民の安全・安心のために万全を期してまいります。 

 次に、津波避難タワーを含む防災施設の整備計画を

再吟味すべきと思うがどうかということについてであ

りますが、この津波避難タワーにつきましては、地元

住民の皆様から概ね賛同をいただいたことから、整備
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を進めていくこととしております。 

 次に、ラジオの難聴解消についてお答えをいたしま

す。 

 難聴地域把握調査につきましては、昨年度、ＮＨＫ

盛岡放送局と共同で、難聴と想定される市内23カ所に

ついて調査を行った結果、いずれも機器の性能や屋外

アンテナなどの受診環境を改善することにより、ラジ

オ放送を聞くことが可能な電波レベルであるとの調査

結果となっております。 

 難聴の原因といたしましては、地形の影響により電

波レベルが弱いことや電波レベルは高いが電気雑音が

発生していることなどとなっており、難聴解消につき

ましては、場所ごとに原因と対策手法がそれぞれ異な

るため、ＮＨＫ盛岡放送局において、電話や訪問によ

る受信相談を受けて対応しているところであります。 

 今後におきましても、ＮＨＫ盛岡放送局と協力し、

難聴地域の解消に鋭意取り組んでまいります。 

 次に、ふるさと納税特産品についてお答えをいたし

ます。 

 特産品の選定状況についてでありますが、久慈商工

会議所を通じて、市内の事業者の方々に、広く特産品

等の候補の選定をお願いしているところであり、現在、

久慈商工会議所において、その取りまとめを行ってい

るところであります。 

 なお、特産品の選定に当たりましては、全国の方々

に久慈市を知っていただき、また、久慈市にふるさと

を感じていただくためにも、特色ある特産品を選定す

べく取り組んでいるところであります。 

 次に、2016いわて国体開催についてお答えをいたし

ます。 

 まず、歓迎、おもてなしの気運醸成を図るための市

街地景観整備の考え方についてでありますが、気運醸

成の取り組みにつきましては、希望郷いわて国体久慈

市実行委員会ならびに市内各団体において、花いっぱ

い運動推進による国体推奨花などを市役所、ＪＲ三鉄

久慈駅、市民体育館などに設置したほか、のぼり旗や

横断幕を設置するなどの啓発活動を行っているところ

であります。 

 今後の取り組みにつきましては、実行委員会内に設

置する専門委員会において、具体的な活動計画などを

協議・検討するとともに、久慈市民一丸となった歓迎、

おもてなしの気運を高めていきたいと考えております。 

 次に、軟式野球競技主会場に対する人的、財政的な

支援内容についてでありますが、昨日の新政会代表中

平浩志議員ほかにお答えいたしましたとおり、久慈市

の本戦会場地辞退により、４町村で試合日数や試合数

が増加することから、具体的な支援の内容につきまし

ては、第71回国民体育大会軟式野球競技連絡協議会で、

今後、協議・検討を行い、軟式野球競技会の成功に向

け、幹事市として多方面の支援に取り組んでまいりま

す。 

 次に、「岩手県いい歯の日のつどい」についてお答

えをいたします。 

 岩手県においては、岩手県口腔の健康づくり推進条

例が平成25年度から施行され、その中で、11月８日が

「いい歯の日」と定められたところであります。 

 このことを受けまして、岩手県と岩手県歯科医師会

の主催により、県民に広く口腔の健康づくりについて

の関心と理解を深めることを目的に、本年11月９日、

当市において第１回岩手県いい歯の日のつどいが開催

される予定となっております。 

 当市の支援内容といたしましては、事業の後援のほ

か、私がシンポジストとして出席する予定としており

ます。 

 また、イベント会場においては、歯と口腔に関する

展示、相談、体験、試食などが行われることから、食

生活改善推進員などの関係団体の参加など、多くの市

民が口腔の健康づくりに関心を高め、実践につながる

機会となるよう、広報等で積極的に周知を図ってまい

ります。 

 次に、高舘市民の森整備事業についてお答えをいた

します。 

 高舘市民の森の整備計画につきましては、平成24年

度から平成26年度までの３カ年事業での環境整備を進

めているところであり、これまでに、巽山配水場から

三角山展望台までの階段や柵の新設をはじめ、散策道、

案内看板、樹木表示などの整備を行ってきたところで

あります。 

 今年度におきましては、芝生ゾーンの拡張などの環

境整備を計画しているところであり、今後とも、利用

者の利便性、快適性の向上に努めてまいります。 

 次に、雇用創出についてお答えをいたします。 

 まず、再就職緊急支援奨励金及び新卒者雇用支援奨

励金による支援実績についてでありますが、再就職緊
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急支援奨励金につきましては、平成24年度は３事業所

に対し８名分、120万円、平成25年度は３事業所に対

し４名分、60万円を交付しております。また、新卒者

雇用支援奨励金につきましては、平成24年度は７事業

所に対し11名分、145万円、平成25年度は９事業所に

対し21名分、300万円を交付したところであります。 

 なお、新卒者雇用支援奨励金につきましては、前年

10月までの内定者に対しましては、１人当たりの補助

額を５万円増額し、15万円として早期内定を奨励する

制度としているところでありますが、平成24年度は11

名中７名、平成25年度は21名中18名を早期内定者とし

て、事業主に対し交付したところであります。 

 次に、高卒者の地元就職希望者についてであります

が、議員ご指摘のとおり、久慈管内は例年、県外就職

者数が県内就職者数を上回っており、県内他地域と比

べましても高い割合となっております。こうした傾向

に対する対策といたしましては、新卒者雇用支援奨励

金により、事業主に対して早期求人、内定を促すこと

を通じまして、地元就職の機会を確保してきたところ

であります。地元就職希望者をふやしていくためには、

高卒者が希望する職種をふやすことや、地元企業を知

ってもらうこと、さらには、若者の地元就職後の支援

が必要であると考えておりますことから、これらを実

現する施策につきましては、岩手県及び久慈公共職業

安定所など関係機関と連携しながら、検討を進めてま

いります。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画についてお

答えをいたします。 

 市民アンケート結果を踏まえた今後の具体的計画内

容につきましては、昨日の新政会代表中平議員ほかに

お答えいたしましたとおり、今年度予定していた国庫

補助事業の申請については見送ることとし、市民が求

めている真の意味でにぎわいを創出するまちづくりの

ための整備計画の策定について、丁寧に検討を進めて

まいります。 

 次に、観光振興策についてお答えをいたします。 

 まず、三陸復興国立公園、三陸ジオパーク、みちの

く潮風トレイルの具体的活用策についてでありますが、

これらへの取り組みは、東日本大震災からの復興の加

速や地域の活性化に貢献するものであり、さらには、

当地域の魅力を全国に発信していく新たな観光資源と

認識しております。 

 当市におきましても、三陸復興国立公園の自然風景

や多様な生態、三陸ジオパークの地理学、地質学の科

学的な視点、みちのく潮風トレイルの歴史、文化、人

とのつながりといったそれぞれの要素を結びつけ、今

年度においては、旅行代理店と協力したツアーの実施、

ガイド養成講習会、イベントの開催、ガイドブックの

作成を予定しており、引き続き関係団体と連携を深め

ながら、地域の魅力の情報発信と活用に努めてまいり

ます。 

 次に、台湾との定期チャーター便の増便等による観

光客受け入れ支援策についてでありますが、ＮＨＫ連

続テレビ小説「あまちゃん」が台湾で放送されたこと

に伴い、台湾からのお客様も増加しているところであ

ります。 

 市といたしましては、花巻空港と台湾との定期便化

を見据え、台湾観光客向けのリーフレットを作成する

とともに、本年２月及び５月には台北市において観光

ＰＲを実施してきたところであります。 

 今後におきましても、事業者を対象とした受け入れ

研修会の開催や岩手県などと連携した台湾での観光Ｐ

Ｒキャンペーンへの参加、台湾の著名なブロガーによ

る台湾向けプロモーションの実施などを予定している

ところであり、官民一体となって、台湾を中心とした

海外からの観光客の受け入れに取り組んでまいります。 

 次に、国道281号の荒町地区の電線地中化及び歩道

の段差解消についてでありますが、電線地中化につい

ては、地元町内会の意向も受け、これまでも道路管理

者であります県北広域振興局に重ねて要望をしてきた

ところであります。 

 県によりますと、電線管理者である東北電力株式会

社から、当該区間の歩道幅員が狭小で、地上機器の設

置が困難であることなどを理由に、事業化に難色を示

されている状況にありますが、引き続き、東北電力と

の調整を図りながら事業化に向けて検討してまいりた

いと伺っているところであります。 

 また、歩道の路面の不具合につきましては、道路管

理者である岩手県に対し、安全な歩道の路面が確保さ

れるよう引き続き要望してまいります。 

 後に、川貫、大沢地区の生活基盤整備についてお

答えをいたします。 

 川貫雨水排水ポンプ場の整備内容についてでありま

すが、今年度は、用地買収と土木工事としてポンプ室
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及び流入渠の工事を予定しております。来年度以降、

建築工事、機械・電気設備工事を順次進め、平成29年

度の供用開始を目標に整備を進めてまいります。 

 次に、公共下水道整備計画の見通しについてであり

ますが、来年度から、川貫地区の汚水管渠工事に着手

する予定であります。 

 以上で、清風会代表小栁正人議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  清風会代表小栁正人議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、市立図書館の移設についてお答えをいたし

ます。 

 今後、時代の変化に対応した図書館のあり方につい

ては、さまざまな角度から検討が必要であると思いま

すが、今は、現在の図書館の機能充実を図ってまいり

たいと考えております。 

 また、ご質問の歴史民族資料館については、大量の

資料を保管、展示するためには、広いスペースが必要

なことから、現段階では、現在の資料室の活用につい

て検討してまいりたいと考えております。 

 次に、名誉市民の偉業についてお答えをいたします。 

 久慈市では、昭和29年に三船久蔵氏を、昭和34年に

タマシン・アレン氏を名誉市民に推戴しており、三船

久蔵氏につきましては、三船十段記念館を建設して顕

彰を図り、タマシン・アレン氏に関しましては、出身

地であるアメリカ合衆国インデアナ州フランクリン市

と昭和35年に姉妹都市提携を結び、国際交流を図って

きたところであります。 

 お二人につきましては、これまで久慈市の名誉市民

として、その偉業をたたえるため三船十段杯争奪柔道

大会やフランクリン市への中高生海外派遣による国際

交流事業など各種の事業を展開しており、今後ともさ

まざまな機会を捉え、広く市民への周知及び名誉市民

としての顕彰を図ってまいります。 

 また、教育面においては、小学校で社会科副読本の

活用や総合的な学習における探究活動を通して、その

功績を学習するとともに、三船久蔵氏やタマシン・ア

レン氏の生き方を将来に生かすよう指導しております。 

 次に、久慈小学校のプール施設整備についてお答え

をいたします。 

 水泳は、児童、生徒や地域住民の体力向上のため、

あるいは水の事故から生命を守る能力の獲得のために

も、有効なスポーツとして認識しているところであり

ます。 

 学校の授業においては、今後も天候に影響を受ける

ことのない福祉の村屋内温水プールを利用した水泳指

導を継続したいと考えていることから、久慈小学校の

プール整備は行わない考えであります。 

 後に、山形中学校体育館の屋根改修整備について

お答えをいたします。 

 山形中学校体育館については、屋根の錆が進行して

おり、何らかの対策が必要と認識しているところであ

ります。 

 また、雨漏りの対策に向け、これまで現地調査を行

っておりますが、現在のところ原因の特定に至ってお

りません。 

 今後、錆の対策とあわせて、早急に雨漏りの原因を

特定できるよう努め、効果的な改善を図ってまいりた

いと考えております。 

 以上で、清風会代表小栁正人議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは、何点か再質問させ

ていただきます。 

 まず、人口減対策の関係で、先ほど若者定住促進プ

ロジェクトチーム、庁内に設置するか、まあ検討する

ということですけど、ぜひこれは、やはり若者定住に

は子育て支援とか、雇用の場の確保とか、そのほかも

ろもろ必要です。それに、地方によりましては、住宅

地及び住宅所有のための補助金制度とか、助成金制度

というのもあるところもありますので、ひとつ久慈市

も、ある程度使える空き家もあったりしますもんです

から、そういうのも活用されて、このプロジェクトを

推進されてはいかがかと思いますけど、再度、考えを

お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまのプロジェクトチー

ムの設置については、前向きに検討していきたいと思

っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  ありがとうございます。ひと
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つよろしくお願いします。 

 それから、総合防災公園関係ですけど、先ほど来申

しましたように、全国で集中豪雨により土砂災害ニ

ュースが飛び交っている昨今で、以前は異常気象と言

われましたけど、今はある程度常態化している日本全

国で、集中豪雨が常態化している状態でありますが、

今、整備計画されている場所、大崎地区ですか、地す

べり地帯ということなんですけど、このような気象状

況がこれからずっと続くと考えた場合、本当に実行さ

れる考えかどうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市長の答弁で今までも回答

しておりますが、この防災拠点は夏井町から旭町まで

の道路、そして避難場所、防災拠点ということで、必

要だということで、この整備を進めてまいりたいと思

います。地すべり等につきましては、専門家等の意見

を聞き入れながら詳細について検討しながら、慎重に

進めてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  わかりました。そこで、こと

しの県に対する重点要望の中にもあったんですけど、

久慈市と夏井をつなぐ市道久慈夏井線の県代行事業へ

の採択を県に要望されたわけですけど、私、ちょっと

考えたんですけど、果たして今度計画されている大崎

から福祉の村に通じる道路と、この以前から言われて

いる久慈夏井線と、本来どちらが安全な道路が整備で

きるのか、その点どのように考えていらっしゃいます

か。いかがでしょう。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  炭山道路のことだと思いま

すけれども、路線につきましても一部土砂警戒区域と

いいますか、土砂がある場所があります。整備につき

ましては、基準にのっとって、それなりの対応をして

いきたいと思いますので、どちらがどうということで

はなく、同じ基準で設計、そして施工されるものと思

っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  将来的に２本、夏井から久慈

市に通じる道路ができたらベターだという考えであろ

うかと思いますけど、それでよろしいですか、理解と

しては。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  いわゆる通称炭山道路につき

ましては、旧夏井町が久慈市合併の昭和29年度の大き

な柱となる条件の一つだったというふうに認識してお

ります。60年かかって完成しない、夏井町の皆さんに

とっては悲願だったというふうに聞いております。 

 併せまして、炭山道路は、大野との連携を考えます

と、やはり福祉の村へ通ずる道路とは、また別個の非

常に有効な機能を果たすものというふうに考えており

ます。そういう面で、この炭山道路、現在は県代行あ

るいは県施工、県管理というふうな話でずっと要望し

てきておりますけども、それについてもこれからどう

進めるか、財源含めて検討してまいりたいというふう

に考えているところであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  次に、公共施設等総合管理計

画に関連してですけど、これも、県に対する要望の中

にあったわけでありますが、施設整備、老朽化対策に

関わる起債制度の対象拡大についての要望の中で、山

形総合支所、ここは耐震診断の結果、大規模な耐震化

工事が必要である。ひょっとしたら、もう建て替えな

ければならないということになるということです。そ

してまた、アンバーホールの音響関係、特殊整備も施

設整備も、これも近いうちやらなければいけないとい

うことなんですけど、具体的に今計画として、このま

まいって何年後ぐらいから、山形総合支所の整備にか

かられる計画なのか、それから大体規模はどれぐらい

の予算がかかるものか。それからまた、アンバーホー

ルに関しても同じようなことですけども、お尋ねした

いと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  山形総合支所の耐震化工

事、これについては要求もらってますけども、地域と

の住民との意見調整といいますか、そういったものを

踏まえた上でということで、耐震化がいいのか、もし

くは耐震化に多額の予算を要するのであれば、新たに

建てるという方法もないわけではないなということで、

まだ予算化はしておりません。 

 いつごろになるかというお話もございましたけれど

も、それもまだ未定ということでご了承いただきたい

と思います。 
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 それからもう一つ、アンバーホールの音響施設です

けども、これも６月補正で要求がございました。一度

に負担するというような額ではございませんでしたの

で、整備といいますか、維持補修の手法についてもう

少し検討をしたいということで、これもまだ予算化し

てございません。いずれはやらなければならないとい

うことは、もう事実でございますので、手法等を考え

ながら今後に向けて整備してまいりたい、維持補修し

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  次に、旧久慈消防署八日町分

室の関係ですけど、きょう見てきましたら、工事自体

も完成というか、終了しているわけでありますが、こ

れから活用させていただくのに、椅子とか机、備品が

必要だと思うんですけど、いつごろそれらを搬入して

活用できるようにしていただけるものかどうか、お聞

かせ願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  施設の備品等についての

ご質問でございますが、これについては、ちょっと資

料を取り寄せてご答弁させていただきたいと。何をど

ういうふうに予算化しているか、ちょっと手元に資料

ありませんので。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  いずれにしても、秋まつりに

は、仄聞したところでは、本部としては使いたいとい

うことですから、本格的に市街地の町内で使うように

なるにはその後ではないかと思いますけど、ひとつよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それから、次に、ふるさと納税特産品についてです

けど、一応、納税特産品を約3,000円程度の地元特産

品を計画されているわけでありますが、大体、寄附を

どれぐらい以上の方に3,000円相当の特産品を送付さ

れるお考えなのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  今、検討しているの

は１万以上の方に、一品3,000円程度の特産品を考え

ております。また、10万以上の高額の方につきまして

は、２品とか、そういう部分についても現在のところ

検討しておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  次に、国体関係の市街地景観

整備の関係でありますが、先ほど花いっぱい運動、そ

れからのぼりとか横断幕とか計画してるということで

すけど、実は、市街地の街路灯に、 初はフラッグと

いいますか、バナーがずうっと飾ってあったんですね。

それで、今ほとんどなくて、駅前通りだけ、まるぎょ

と水族館とか、そういうふうな「あまちゃん」の絵が

描いてあるフラッグがぶら下がってたりするんですけ

ども、今度、国体に向けて市街地区ずうっと街路灯に

フラッグをぶら下げる計画とか、非常にいいかと思う

んですけど、それに対する考え、お聞かせ願いたいと

思いますけど。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  以前、フラッグ等若

干配布した経緯もありますが、やはり、市全体で盛り

上がっていただく、特に商店街等の方々にもご協力い

ただくためにも、そのような形での啓蒙というのは必

要だと思いますんで、今後、そういう部分については、

前向きに検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  景観整備の中に、きれいな町

をつくろうという考えがあるかと思うんですけど、今

言いました街路灯、丸くてＬＥＤでいいんですけど、

だんだんに、丸いカバーが黒ずんできているというか、

汚れてきたわけですけども、あれの掃除は、一応、電

気代とか管理は町内でやってるわけですけども、ちょ

っと町内ではできないんですけど、そこら辺はどのよ

うに考えてらっしゃるんでしょうか。ぜひ、国体前に

はきれいに１回やられた方がいいかと思うんですけど、

お答えをお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  街路灯の汚れが出て

きているということでございますが、街路灯につきま

しては、ＬＥＤ化とかそういった部分で商店街、町内

会さんのほうに補助をして整備をしたという経緯がご

ざいますし、電気料等につきましても一部補助をして

いるというとこがございます。ただ、所有関係とか、

そういった、いわゆる管理関係になってきますと、な

かなかにそういった補助というのは、なかなか難しい

のかなというふうに思っております。 

 そういったところ、町内会あるいは商店会のほうで
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協議をしていただきまして、どういった支援ができる

かというのは研究してまいりたいとは思いますが、基

本的にはそういった考え方でいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  先ほど、備品についての答

弁を保留しておりましたので、今、総務部長のほうか

ら答弁していただきます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  先ほどの旧久慈消防署の

八日町分室の備品の関係でございますが、100万円を

予算化しているということのようなでございます。 

 地域からの要望を伺いながら、備品を整備していき

たいということで、その内容については地域と相談し

てから決定したいということでございます。 

 お祭りの期間の対応については、市から机等を搬入

して対応していくということのようでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  街路灯のカバーの関係、黒

ずんでいるということで、今、担当部長のほうから、

事務的にはなかなかに管理の関係等で難しいというお

話を申し上げました。今、国体開催に向けて、市とし

て市民上げて歓迎をするんだという考え方で考えてお

ります。そうした中で、今、事務的には難しい部分等

があるかと思いますけども、それらについても実行委

員会等とも、また商店会の皆様方とも、よくよく相談

して、来た方々が久慈に来てよかったと思えるような

環境整備を進めてまいりたいというふうに考えており

ますのでご了承願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  ありがとうございます。いず

れ町内だけの力ではなかなか難しいものですから、ひ

とつよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、もう一つ、これも以前質問したことある

んですけど、久慈橋の欄干です。非常にそれこそもう

錆だらけといいますか、非常に、こちらの方言で言い

ますと、めぐさい状態なんですけど、以前質問した時

も、そのうちきれいにしますよというような答弁だっ

たと思いますけど、それからだんだん日にちが経って

きたわけですけども、遅くとも国体までにはリニュー

アルしていただけますでしょうか。いかがでしょう。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  その辺につきましては、今

後、いい方向で検討していきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  ひとつよろしくお願いいたし

ます。 

 それから高舘市民の森整備事業、これ、ずっと26年

度までやるということで期待しておりますが、以前、

ここに十二支巡りという民間の方が主体となった活動

があるんですけど、それをもっと観光関係にもＰＲし

たいと思うんですよ。そういう意味で、この高舘の市

民の森は、熊もたまに出るらしいですけど、非常に大

事なところだと思っております。そういう意味で、い

かがでしょう、観光振興のかかわりからそこら辺のこ

とを考えておられますかどうか、お聞かせ願いたいと

思いますけど。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  高舘市民の森に関し

まして十二支巡りといいますか、神社がありますけれ

ども、そこについての観光にどう取り入れていくかと

いうことでございます。議員さんおっしゃるとおり、

高舘市民の森は今現在、散策路といいますか、そうい

った部分を整備を進めておりますし、散歩コースとか

そういった部分では非常にいい施設であると思ってお

ります。そういった部分をなかなか観光客の皆さんに、

これまでＰＲとか宣伝等は、それほどしてこなかった

ことも事実でございます。そういった久慈市のいい部

分という部分は、やはりＰＲをしていかなければなら

ないと思っておりますので、そういった部分、前向き

に取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  次に、第２期中心市街地活性

化基本計画についてでありますが、今回、アンケート

をやられました。１万5,000世帯に対し、回答が3,000

という回答があったわけでありますが、この回答率を

どのように評価されておるのか、まずお聞きしたいと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  アンケート調査を行

ったわけでございますが、議員お話のとおり約１万

5,000通の配布をしまして、約3,000通の回答率、パー

センテージでは約20％ということでございました。こ
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の回答率をどう思うかということでございますが、全

世帯に配布したということもございます。その中で、

郵送で回答していただいたわけですが、率的には20％

というところではございますが、数的には3,000通と

いうことで、非常に多くの皆さんからご協力をいただ

いたというふうに思っておりますし、その中には、い

ろいろなご意見等を記載いただいております。そうい

った部分では、市民の意見として十分に反映されてい

るものというふうに捉えております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  昨日も答弁がございました。

そのことは、きょう大きく新聞にも報道されておりま

したが、本年度は国に対する補助金申請は行わないと

いうことでありますが、再度、明確なその理由という

んですか、それから今後、ことしは行わないけど、じ

ゃあ次はどの時点で行うようにしたいということで考

えていらっしゃるのか、お伺い願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  中心市街地の第２期の計画に

ついてでありますが、約3,000人の方からのさまざま

なご意見が寄せられたのも、大きく受け止めなければ

いけないと思っております。これまでは、計画策定に

当たって、市が中心となりまして、当該地域に近い方、

付近の方のご意見を聞いてきたというふうに、私自身

は認識しておりますが、久慈市民の皆様は、中心市以

外にお住みの方も、やはり駅前整備については非常に

関心を持っておられるというのが事実だというふうに

思っております。 

 そのアンケート結果では、家族連れで食事ができる

ところ、あるいは喫茶が欲しい、あるいはコンビニが

あれば皆行くというふうなことで、当初計画しており

ました施設配置、施設の機能とは違うものを市民の皆

様は求めていると。これはしっかりと受けとめなけれ

ばいけないと思っております。 

 ただ、そういった民間の施設が入る、その部分につ

いては国庫補助は対象外とする。やるのであれば、地

元で負担してくださいと話でありました。そういった

調整が必要でありますし、出店をしていただくとして

も具体的な企業が出てこなければ、絵に描いた餅にな

りますので、そういった調整も必要になる。あわせま

して土風館と連携をしてにぎわいを取り戻すためには、

その間にある商店街もどういうふうに自分の商店街、

あるいは個店を活性化させるのか、あるいは、そのシ

ャッターがおりてるそういうお店のシャッターを開け

るにはどうするか、どういった方をそこに呼び込むの

か、そういった観点からの検討も全くされてない状況

でありますので、もろもろ含めてご意見をちょうだい

しながら具体的な案づくりをしていかなければいけな

い。そのためには、時間も必要ですということでござ

います。 

 これからも、そういった意見交換の場、あるいは

ワーキング、そういったものもセットして、幅広く意

見を聴取しながら、具体的な企業に対する働きかけも

しなければいけないと思っておりますし、施設整備に

当たってはＰＦＩ方式を含めて、財源の問題をどうク

リアするかという問題もありますので。 

 後は、駅前ビル解体の話もあったんですけども、こ

れについても市民の皆様からは、早期の解体を求める

声と今のあまちゃんブームを考えると、これは今解体

時期ではないだろうという声、やっぱり両方とも強く

ございますので、そういった、今の「あまちゃん」で

のおいでていただいているお客様、これをどう意識す

るかという観点からの検討も必要だと思っております。 

 そういう意味で、さまざま検討をこれからも続けて

まいります。その結果、熟度が高まったというふうな

時点で、国に対する補助金申請等も、その時点で考え

ていくということでございますので、これをもって全

てやらないということではありません。これからも時

間をかけて丁寧にやって、ほんとの意味の久慈市の中

心商店街の活性化になるとそういうプランづくりを進

めて行く。そういうふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  ありがとうございました。ひ

とつ、いずれにしましても来年度からは、やっぱり実

行されるべきではないかなと思いますので、来年度は。

いずれ 初の計画では2018年度までの計画でしたもん

ですから、あんまり、それがずうっと延びていったら、

そこら辺はどうなんですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  補助事業ありきの事業推進は

問題だと思っております。事業の中身にあわせて、急

いでいくということではなくて、一旦施設ができます、

あるいは駅前開発を手をかけますと、これから先、20
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年、30年、50年先の久慈市民がそれを活用していかな

ければいけない。当然、施設ができますと管理が必要

になってまいりますので、経費的な負担含めて、やは

りこれならいいと、これならほんとに将来の子供たち

のためにも自信を持って残せると。そういう施設整備

をすべきだと思っておりますので、今の補助金の期限

がここだからそれに乗ると、乗らなければいけないと

いうことでの作業はすべきではないと思っております。 

 作業は、鋭意進める中で、その時点での各省庁、今

まちづくりは、さまざまな省庁が事業メニューを持っ

ておりますので、どれを使えるかと、やっぱ熟度が高

まった時点で国とのそこの調整をすべきだというふう

に考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  小栁正人議員の一般質問に関

連して、何点か質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、質問項目５番の②避難タワーの関係、質問さ

せていただきます。この関係は、当初予算で可決をさ

れて、どのように事業がなるのかなということで注目

をいたしておりました。避難タワーも歩道橋のように

使ったり、公園で遊具みたいに使って、普段にも使い

勝手がよく使っているところもあれば、大きな津波を

想定して、避難タワーの上に避難フィルターを設置し

ているところもあると、さまざまな形態がございます。 

 そういうことだったんですが、もう今、事業に取り

かかっているということでありまして、しかし、私は

聞いていて、この前も説明会いただいたんですが、ち

ょっと気にかかることが二、三点あるということで質

問させていただきたいというふうに思います。 

 まず、質問の第１点ですけども、先日の全員協議会

の中で、この避難タワーをつくるのは、逃げ遅れた人

を救済する、助けるためにつくると、こういうふうな

説明がございました。私は、これまで中央防災会議の

専門部会等の資料、あるいは避難タワーの建設の指針、

これが平成17年ごろ出てるんですが、これらの資料を

見ても、逃げ遅れた人を助けると、それは偶然にもそ

ういうことはあるかもしれませんが、そういうふうな

内容になっていない。通常の避難行動を取っても、な

おさら今まだ地震と津波のメカニズムがはっきりしな

い。高台に逃げるまでに時間がない。だから、一時的

な構造物の避難タワーをつくって、安全・安心、命を

守るとこういうふうな定義づけだと、こういうふうに

私は思ってるんですけども、見解をいただきたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  議案説明のときに、事業

の説明をさせていただきましたけど、その中で、確か

に今議員がおっしゃったとおり、逃げ遅れた人の 後

の砦ですというようなご説明を申し上げました。ただ、

今議員からご指摘があった津波の襲来時が早すぎて、

高台に避難できない、そういった人も含めての避難施

設でございますので、その何というか、津波が早く襲

来したことによって高台に逃げられない人は、逃げら

れないわけではなくて、そういう人たちを救う施設と

いうふうに考えていただきたいというふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  逃げ遅れた人といえば、通常

の逃げた人は助かると。そうすれば、極少数の人を助

ける一時的な構造物であればいいと、こういうことに

なるわけですが、真面目にセオリーに沿って、しっか

り避難行動を取っても、なおさら、高台までに逃れ得

ない人を助ける施設ということになれば、もう二重に、

三重にではなくて、そのエリア一帯の人を、ある意味

では、その避難できる構造物、こういうふうなことの

位置づけということにもなるわけでありますが、つく

る起点が違ってくるというふうに私は思いますんで、

そこのところを確認したということでございます。 

 それで、久慈市の避難タワーの建設の財源内訳、こ

れについてお伺いしたいと思いますし、私の思ってお

るところでは、避難タワーに限らず工作物、避難フィ

ルターボール、それらの避難に必要な一連のものが、

土地の購入代金を含めて国の補助の対象になるという

ことだと思ってるんですが、その点についてお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  まず、津波避難タワーの

建設費の財源内訳ということでございますが、復興交

付金が４分の３、それから復興特別交付税が４分の１

が財源となっております。それから、その用地とかさ

まざま補助事業に要するものについては、補助事業の

対象になるかと、これは用地を含めての話でしたけど

も、それもなると。ただ、補助率はもしかすれば、用

地の場合は下る可能性もあるんですけども、なるもの

だというふうに捉えております。 
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○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  それで、今回建設する避難タ

ワーの避難面積、28人の避難できる人数というふうな

ことを聞きましたが、私、ほかの避難施設をみますと、

１人の避難面積、１平米とか２平米とかいろいろとこ

ろによって違うようであります。久慈市の場合28人の

避難人数というふうなことでありましたが、避難タ

ワーの面積、それから避難人数の算出根拠、これにつ

いてお尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  まず、避難タワーの面積

ということですけれども、床面積で130.75平米を基本

設計としております。それから、28人にした根拠とい

うようなご質問でございますが、これにつきましては、

久慈湊及び夏井駅前、それから大崎地区、これらの昼

夜人口を基にして当該地区の人口密度を求めて、津波

避難タワーに５分間で避難できる範囲の人口を想定し

て28人としたものでございます。 

 １人当たり、先ほど１平米というふうなお話がござ

いましたが、基本計画の中では、横になって休めるス

ペースが必要だということで、２平米で計算をしてい

るところでございます。 

 避難期間は、 大３日程度だろうということで想定

をしております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  私が、資料等見ますと避難タ

ワーの耐用年数、これが50年と一般的に言われており

ますが、それでいいのかどうか。それから、建設して

からの維持費、メンテナンス費用、50年経って解体す

ると、こういうふうな費用がどれぐらいかかって、こ

の分については自治体負担だというふうに聞いており

ますけれども、ここについてお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  まず、施設の耐用年数の

ご質問でございますが、私どもは約30年ということで

捉えております。それから、維持管理経費のご質問が

ございました。これについては、遮蔽膜の耐用年数が

７年から10年ということでございまして、７年から10

年に１回交換しなきゃならないということ、これが大

体580万円ぐらいと見込んでおります。 

 後、鉄骨の塗装、これが８年が耐用年数だというこ

とでございまして、費用として155万円ほど見込んで

おります。ソーラーの照明灯、これも８年が耐用年数

となっておりまして、80万円。８年に１回80万円かか

るというようなことで見込んでいるところでございま

す。 

 後は、階段の出入り口のボードを立てて、普段は入

れないようにしておくわけですけども、鍵はかけない

で、緊急に避難しなきゃならないときには、それを蹴

破るなり、壊して上に登るというようなことで基本設

計をしているところでございます。 

 後は、維持管理経費については、市の一般財源の負

担ということになろうかと思います。 

 それから、解体費ですけども、解体費については、

まだ詳細設計して建物もないので、ちょっと積算でき

かねますのでご容赦いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  今、中央防災会議の専門部会

等では、避難困難地区の避難施設の種類というのを大

体３種類位置づけております。一つは避難タワー、ま

あビルですね。もう一つは避難シェルター、それから

マウンド。この三つ。マウンド、小高い丘なんです。

この三つを中央防災会議の専門部会では位置づけてお

ります。これは、震災以降、平成23年の10月11日に防

災対策推進検討委員会が設置されまして、そこで、い

ろいろ防災に対する議論をして、平成24年の７月31日

に 終報告書が出されたと、こういうふうなことで、

そういうことで避難タワーなんかが建設がはかどって

きたとこういうふうなことなようであります。 

 そういう場合、各自治体では人為的な避難施設を建

設する場合に、横並びで避難タワー、あるいはマウン

ド、小高い丘、それから避難シェルター、これらをど

う設置するかということで、一般的には横並びで、そ

の経費、一長一短があるわけですが、それを住民に説

明をして、そうして、そこで理解を得て、選択をして

事業を実施すると、こういうふうな流れのようであり

ます。 

 住民説明会で、避難タワーについて、特に異論はな

くて進めるという話だったんですが、こういうふうに

中央防災会議の示している３種類の避難施設等につい

て、いろいろな費用なり、特徴なり、それらの説明が

久慈湊地区等で行われたのかどうか、お伺いしたいと

思います。 
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○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  三つほどの避難施設の方

法ということでご指摘があったわけですが、久慈市の

避難タワーの場合には、庁内の若手プロジェクトチー

ムが交付金でもって必要な施設ということで検討した

ときに、日本では避難タワーが標準的といいますか、

用いられているということでもって避難タワーに決ま

ったということで聞いております。その後については、

地区でも説明をしたようですけども、特にそれに対し

て、例えば築山しての避難施設もしくは地下シェル

ター、そういったものについては、ご意見がなかった

ということで聞いているところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  ７月30日の後に、７月30日の

説明会の参加者が８名、それから６名から聞き取りを

したら、いろいろ必要がないのではないかとか、昇り

ゅう物がおっかないとか、それから、スロープが欲し

いとかというふうなお話があったというふうなことな

んですが、車椅子の使えるようなスロープを避難タ

ワーにつけることができるのか。また、この説明会の

参加者なり、大変低調だと思うんです。きのう、おと

とい被害を受けて、そして１億もかけて施設をつくっ

てくれると。私だったら、喜んでたくさんの人が来て

どんなのつくってくれるのかなということで、たくさ

ん集まると思うんですが、一般的には。その低調、こ

の状況をどう理解しているのかお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  説明会に集まった人数、

８人というのをどう考えるかということでございます

が、少なかったというふうに思っております。それは、

議員もそうお考えのことと思いますけど、少なかった

と。 

 ただ、その中では、反対意見はなかった。ただ、金

刀比羅神社に登る避難道路の整備が必要ですというこ

とは要望がございました。それについては、検討しな

きゃならないんだけども、現段階では、例えば避難タ

ワーの１億を、そっちの道路に振り向けるというよう

なことはできませんので、別の方法で検討させてくだ

さいということでお願いをしたところでございます。 

 その結果、１名の方からは、早期に建設をしてほし

いというふうな意見があったところです。 

 後、スロープについては、詳細設計で検討はするん

ですが、敷地が狭いので勾配をとれるかどうかってい

うのはほんとに厳しいものがあろうかと思っておりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  30年経てば１億をかけて、取

り壊さなければならないというふうなことで、私は、

そういうふうな町内の流れだったということを聞いて、

実は、市内の事業者からマウンド、土盛りの見積もり

を取ってみたんです。それは、47メーター四方の敷地、

2,209平米ですが、それに土盛りをして９メーターの

高さにすると。そういうふうな工事をして、のり面は

決められた角度でつくったと。土を運ぶ距離は３キロ

ぐらいのところから山から配ったと。こういう見積も

りをしていただいたら、諸経費をかけて2,600万でで

きると。こういうことだったんです、2,600万。 

 そして、あわせて湊、新井田界隈の不動産業者等か

ら土地代金がどれぐらいかと。例えば、雑種地、田ん

ぼがどれぐらいかといったら、今二、三万で取引をさ

れていると、こういうことだったんです。そうします

と、3,300平米、2,209平米の盛り土をつくるんだけど

も、少し多めに3,300、1,000坪買ったにしても3,000

万、足して5,600万なんです。それに、階段が普通、

そういうマウンドをつくった場合は、殺到しますから

避難する人が、３方向、４方向につけるというんです。

その階段の長さが大体18メーターと。それからスロー

プもできる、手すりもできる。夜間のソーラーの常夜

灯もつける。あるいは、車が登れるスロープの道路も

つける。これらについては4,000万あれば、優にでき

ると、こういうことなようなんですよ。 

 それは、どこがいいかと言いますと、30年経ってそ

の構造物はもう解体して、耐用年数が過ぎるんだけど

も、マウンドは踏み固められてより安定した避難のも

のになると。９メーターの一番高いところの避難面積

が、下は47メーター四方なんだけども、20メーター四

方、400平米の広場ができると、こういうことなよう

なんです。そうすれば、そこには、公民館のような避

難施設も建てるにいいかもしれない。そういうふうな

ことで、私はさっき言ったように、今の部分が大変、

片田という先生、大学教授が言っているように、避難

タワーの位置も悪いと。こういうふうに言ってるんで

す。この方は、防災で大臣賞を取った方なんですが、
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そういうふうなこともありますから、ぜひ、その位置

の見直し、大変危険だという警告を発しているんです。

防災タワーが、久慈湊のように、大方の住宅密集地か

ら海側にあった場合は、そこに逃げる人が殺到して、

そして避難がむしろ増大する可能性があるという、そ

ういう発表をことしの６月28日付けで発表してるんで

す。 

 権威ある内閣府からも信望の厚い先生でありまして、

３・11のときも、釜石とか県南のほうにも来て、いろ

いろ活躍をした先生でありまして、私は、ぜひ費用対

効果なり、市長が言う将来にわたって恒常的な貢献が

できる大事な施設をつくりたいということを口々に言

っておりますけども、そういうふうなことを考えるな

らば、これはぜひ盛り土のマウンドの避難場所を見直

して建設すべきだろうと、こういうふうに思いますけ

れども、見解をいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  今、経費の面をお話され

まして、築山のほうが経費が安く済むというふうなお

話でございました。それですけれども、例えば盛り土

方式にした場合、例えば、先ほど47メートルかける47

メートルというようのお話がございましたけども、そ

れだけ広い用地が必要だということで、あそこは住宅

密集地でございます。ですから、あそこに住みたいと

言って高台に行かないで残った方の住宅もございます

ので、そういった方々に移転していただかなければな

らないというような状況になりますので、そういった

のも今後一つの課題になるのかなと、盛り土方式です

と。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  例えば、営林署の395号とＪ

Ｒの間とか、見れば雑種地とか、そういうところで、

結構場所を取れるような場所もあると思うんです。現

在地だったら難しいと思うんですよ。そういうこと等

も踏まえて、ぜひ検討いただきたい。 

 以上で終わりたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  残り時間がなくなりました

ので簡単にお願いします。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  今、ご意見いただきまし

たけども、27年度までに終わらせなきゃなんないとい

うような期限もございます。今から、元に戻って見直

しということになりますと、一からの協議になってま

いります。ですから、先ほど市長からもご答弁申し上

げておりますけれども、住民の方の理解をいただいた

ということで、事業を進めさせていただきたいと、そ

ういうことでご理解をお願いしたいなというふうに思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  それでは、小栁議員の一般

質問に関連いたしまして、20分しか時間がありません

ので、１点だけとりあえずご質問申し上げたいと思う

んです。 

 それはラジオの難聴解消についてということなんで

すが、これを質問するに当たっては、一番 初に、そ

もそも何のためにラジオの難聴解消が必要と考えてい

るのかと。つまり、ラジオの持つ効用について当局は

どのように認識をしているのか、これを伺いたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  ラジオのいわゆる必

要性といいますか、重要性、その部分につきましては、

通常の情報、そういう部分もありますが、特に今言わ

れているのは、災害時、そういう部分に非常に効果が

絶大であると、そういう部分で、昨年度ＮＨＫと共同

で調査を行ったところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  それで、このラジオの難聴

解消、これは県の問題でもあり、そしてまた、同時に

国の問題でもあるわけでございますが、この現状にお

ける県と国、これらのラジオの難聴解消対策、それに

取り組む姿勢、その現状についてはどのように捉えて

いるのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  今の県と国、国のほ

うの特に対策等につきましては、それぞれの放送業者、

そういう部分の努力に期待する、そういう部分も大き

かろうと思っていました。そのような形でありますが、

市のほうといたしましては、引き続きいろいろな形で

要望してまいりたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  先ほど、難聴地域の市内の

調査結果について、お話があったわけですが、ＮＨＫ

が23カ所。全域において受診可能な電波のレベルであ
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ると、これはどういうような捉え方をしてるかわかり

ませんが、現実には、あちこちの自治会からも、この

難聴解消をしてほしいというお願い等も出ているわけ

でございまして、可能な電波のレベルというのは、そ

ういう電波は流れてはいるんだよという程度の話なの

か。 

 それから、場所ごとに難聴になっている原因が違う

というようなお話が、先ほど答弁がありました。これ

については、今後、個別的に対応を図るというような

お話でございましたけれども、この個別的なというの

を聞いたときに、ちょっと、私、戸惑ってしまいまし

て、具体的には一体この個別的なというのはどういう

ことなんでしょうということで、例えば電波を遮って

いる障害物を取り除くというような、そういうような、

その難聴地区、その地区、地区ごとに、そういうよう

な障害物を取り除くというような意味なのか。あるい

は、ラジオというそのものを取り巻く今の日本の状況

が、根本的に、また全く別なもの目指しているような

流れになっているからなのか、この辺のところを、ち

ょっと答弁、はかりかねましたので、その辺について

ご説明をいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  まず、受信可能な電

波のレベルというのでありますが、正直言えば雑音が

入ろうとも聞こえる程度のレベルというのは基本的な

部分だと聞いております。また、場所ごとに原因が違

うということで、地形の問題とか、いろいろな放送局

の電波の発信状況、そういう部分も違いますし、もう

一つは、地域ごとにいえば、いわゆる妨害電波、雑音

等が入る部分があります。それは、いろいろな業者等

の送風機であろうとか、いろいろな原因があろうと思

いますんで、そういう部分について個別にそれぞれ調

査して、対応するという考えでございます。 

 それと、先ほどちょっと言い忘れましたが、国のほ

うにおきましても、まだ決定ではありませんが、27年

度の総務省の要求の段階でありますと、新たな民放ラ

ジオ難聴の解消の推進としての予算要求はなされてい

るというとの情報はございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  これは、私の手元に県議会

の難聴に関する、いまだかつてたった一度しか一般質

問で議論されていない、その会議録の写しがあるんで

すけれども、これは去年の３月に、実は公明党の議員

さんが質問をした内容でございまして、それに対する

答弁も踏まえてお話をしたいと思うんですが、ＮＨＫ

とＩＢＣの調査によりますと、県内の難聴世帯は約１

万6,000世帯あるということでございます。それから、

これは、難聴地域は内陸部では遠野市の一部と一関の

猊鼻地区だけだと。そのほとんどは、残るほとんどは、

沿岸部に１万世帯以上ありますということなんです。

このラジオ局の担当者の結論としては、「難聴地域を

解消するには多額の費用がかかることから、自治体の

協力なしには対策を講じることはできない」と、こう

いうような担当者の発言があったということでござい

ます。 

 実は、去年、ラジオの難聴について質問をしたとこ

ろ、多額の費用がかかるんでなかなかに難しいと。こ

れは、自分のところでやるとかということよりも、放

送業者との関係もあって、放送業者のほうが現在のア

ナログ中波の難聴解消、これについて資金導入という

ものを、いわゆるためらっている状況があるというこ

とでございます。その原因が何かということなんです

けれども、結局テレビがデジタル放送になりましたよ

ね。デジタル放送になったおかげで、そのテレビのチ

ャンネルが空いてしまったと。このチャンネルを利用

してラジオのデジタル化を進めようと。こういうのが

ことしから始まってるわけでございます。これは、Ｎ

ＨＫだけではなくて民放も含めての話なんで、先ほど

私が個別の対応をすると言ったのは、障害物を取り除

くという意味なのか、あるいは、ラジオを取り巻く環

境が抜本的に変わってきている状況なのか、そういう

ものを聞いたわけでございますけれども、ラジオのデ

ジタル化に関する情報というのはどの程度持っていま

すか。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  ラジオのデジタル化

に関する情報につきましては、今のところ、うちらの

ほうでは捉えておりませんでした。ただ、違う情報で

ありますと、いわゆるインターネットやスマホを活用

したラジオの難聴解消策として、対象エリアはブロー

ドバンドの提供エリアとか、携帯電話のエリアとか、

Ｗｉ–Ｆｉのエリアとか、そういう部分であれば、現

在でもパソコンとかタブレット端末、それからスマー
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トフォン、これらを通じたアプリケーションを利用し

てラジオ放送がいろいろな放送局が聞けると。そのよ

うな情報は得ております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  そういう方向の話になるか

と思って、さっき聞いたんです。ラジオの効用という

のは一体何なのかという話なんですけれども、このデ

ジタル化というのは、必ずしも久慈市内における難聴

地域、その難聴の解消に果たしてなるのかという疑問

を私持っております。これは、テレビの空いているチ

ャンネルを利用するということは、今、多くのテレビ

の難聴を解消するために、共同施設組合をつくったり

して、ケーブルで視聴しているわけですね。テレビを

見ているわけでございます。そのテレビのケーブルの

中にチャンネルを設定して電波を流すということなん

です。そうすると、ラジオは今おっしゃったように、

携帯とかスマホで、パソコンで見れるとか、いわゆる

家の中の固定した場所でしか見れないということです。 

 私は、ラジオというのは、当初に、今部長さんが災

害時の情報源として非常に大切なものだ、一番有効な

ものだというような、よそではそういう言い方をして

おりますけれども、なぜそれが有効なのか。災害時の

みならずラジオの効用というのは、私は、災害だけの

話をすれば、この県議会の一般質問の話をしましたけ

ど、ここでは災害時の情報源、そういう話、議論しか

なされてないんですよ。ところが、ラジオの効用とい

うのはもっと違うものがあるんだと。人間が、根本的

に今の社会で生きていくための健康づくりに直接かか

わってくるものであるというふうに思ってるんです。

そういう意味では、一概に災害時の情報収集と、これ

に有効なんだと一本やりで押していっても、県や国の

考え方というのは答えが決まってるんですよね。これ

は、予算がないんで、現在のアナログでは、予算がな

いんでできませんと。あるいはデジタル化の方向にあ

りますよ。まあそれを待ちましょうという、そういう

答弁になってくる。現に、久慈市でも、つい１年前ま

ではそういう答弁をしてきたわけですよね。しかし、

その状況が変わってきているというような状況でござ

いますので、あえてラジオの持っている効用、価値と

いうものを、もう少し広範な範囲で考えてみたほうが

いいのではないかと、私は思っております。 

 災害だけの問題で難聴解消しようということを言え

ば、これはなかなかに10年かかっても、20年かかって

も難しそうな、そういう国の動向でございます。去年、

国では、この難聴解消のためのどういう方法があるか

という検討委員会ができたそうでございます。その検

討委員会がどういう方向で、このラジオの難聴解消を

図ろうとしているのか、そこまで、私も情報は得てお

りませんけれども。 

 そこで単に災害だけではないんだよというような意

味で、まず教育長にも、ちょっとお伺いをしたいんで

すが、これは、和歌山の和歌山医科大学の脳神経外科

の板倉教授という方がいらっしゃるんですが、この方

が、ラジオは脳を活性化させると。子供のころから長

時間テレビを見て生活をしていると、脳の発達や言語

能力に悪影響を及ぼす。こうした科学的見地からの指

摘があるわけでございますが、これは、子供の脳を含

めた心身の健全育成という観点から、この指摘を教育

長はどのように受けとめているかというのが、教育長

に対する質問です。 

 それから、福祉部長さんにもご質問申し上げたいん

ですが、昨年、山形福祉会という愛山荘を経営してい

る社団法人でございますけれども、ここで昨年、やは

り、入所者の健全な健康を保持するためには、テレビ

ではなくラジオの持っている効用というのを活用しな

ければならないということで、実際に業者に頼んでラ

ジオを受信できるような工事をしたんです。そしたら、

冬場には聞こえたわけだけれども、工事が完了して、

春先になってさあ受信しようと思ったら受信できなか

ったという。それで、現在使われていないと。現実に

使われていない、使われている、こういう問題は別に

して、そういう施設に入所しておられる皆様方の心身

の、いわゆる脳も含めた、こういう活性化、そういう

ものについても、ラジオというのは大きな効用を持っ

てるんだと。そういう福祉施設でも判断をして、そう

いうことに取り組んでいる例があるわけでございます。 

 それから、ことしのことなんですが、久慈のある場

所にじゃがいも掘りを手伝いに行ったんですが、久慈

の方々は難聴ではございませんので、みんなラジオ聞

いてやってるんですね。イヤホンで聞いたり、音を出

したりして作業をやってる。楽しく作業をやってるん

ですね。私は、難聴の地域の山間部の皆さん方、おば

あちゃんたちも、おじいちゃんたちも、そういうラジ
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オを聞きながら脳の活性化、一つひとつの体の中の細

胞を若返らせる。こういうことは、ほんとに１人の方

が１時間でも、１日でも長くより健康でいれる、そう

いうことは数値ではなかなかはじき出しにくいもので

ございますけれども、そういうような取り組みを市を

挙げてやっていくならば、これは、医療費の抑制にも

必ずやつながるものだと思うし、いわゆる、きのうあ

たりから話題となっております受診率の問題と、ある

いは受診率の結果に基づいた医療行為、そういうもの

についてもはね返ってくるものだというふうに思って

おります。 

 これは、ちょっと話が逸れますけれども、熊ですね。

先ほど、きのうも出ておりました。高舘の森の熊とい

うことですが、これは山間部の人はトランジスタラジ

オを持って、多少聞こえている人は、被害を食い止め

るためにラジオを使うんですね。ただ、餌がそこにあ

るもんですから、これは万能の対策ではありませんけ

れども、高舘の森なんて鐘鳴らしたり、鈴をならした

りするよりは、ラジオを流しておけば、熊は１年中出

るわけではございませんので、餌もないわけでござい

ますんで、ある意味、いろんな意味でラジオというも

のは活用できるんだというふうに思うわけでございま

す。 

 従って、私は県議会では、たった１回しか議論され

ていないと。しかも公明党の議員さんがそういうこと

に取り組んでくれていると。大変感謝したいと思うし、

この場でなんですけれども、共産党の皆様方も一生懸

命この問題に取り組んでいただきたい。自民党の方も

取り組んでいただきたい。そして、国を挙げて、国の

今のやり方、これに対して、やはり自分たちのほうか

ら提案をしていくというような形で、自治体もラジオ

を、ひとつの自治体の基礎体力、そういうものを強く

するための、脳とそれから体、こういうものを、やは

り強くするということは、それだけ元気な人が１日で

も長く、楽しい暮らしができるということにつながる

わけでございまして、いろんな意味で、がんだってい

えば抗がん剤をやるんだという、そういう特効薬的な、

そういう治療法ではないにしても、いわゆる漢方薬的

なものになるかもしれませんけれども、基本的に人間

の体の中にある脳細胞、あるいは細胞、そういうもの

を活性化させていくのに非常に有効なものだというよ

うなことで、単に災害だけではなくて、そういう観点

からも取り組んでいただきたいとこういうふうに思う

わけですが、これは市長さんいかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  髙屋敷議員からは、ラジオ

の効用、あるいはうんちくについて、非常に詳しいお

話をいただき大変勉強になりました。 

 ご質問は、今、後ろの職員がメモしてくれたんです

が、和歌山医大の板倉徹教授の「ラジオは脳に効く」

という図書があるんだそうでございますけども、いわ

ゆるラジオについては、教育関係ではあまり議論され

たことはございません。テレビと読書のかかわりと、

本を読むことによって映像を見ないで、いろんな想像

力を働かせることが、子供のいわゆる脳の活性化含め

て成長に非常に大事なんだということが話されてきて

いるわけですけども、今の髙屋敷議員の話を聞いて、

恐らくラジオもそういう効用があるんだろうと認識し

た次第でございます。 

 大変勉強になりました。ありがとうございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ラジオの効用については、幅

広く考えられるというふうに思っております。現在は、

いわゆる情報化の時代ですので、使えるところと使え

ないところがあると、そういう格差があってはいけな

いと。情報リテラシーの解消についても、市としても

大きな課題だと思っております。 

 現実には、国の助成なり、県の助成と、そういった

ものが非常に弱いという状況の中で、普通に使える方

は何も問題を感じないわけですけども、それが使えな

い方は、ほんと日々大きな問題として捉えてるという

ふうに思っております。これにつきましては大きな課

題であると思っておりますので、これについても、Ｎ

ＨＫだけではなくて、国含めていろいろ機会を捉えて、

問題提起をして、そういった地域の解消については積

極的に取り組む必要があるというふうに考えておりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也君登壇〕 

○16番（小野寺勝也君）  日本共産党久慈市議団を代

表し、当面する市政の諸課題について、市長並びに教

育長に質問をいたします。 
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 質問項目の第１は、公契約条例の制定についてであ

ります。 

 地方自治体が発注する公共工事や委託業務で働く労

働者の賃金、労働条件の 低基準を設定をし、仕事の

質の向上、地域経済の活性化を図る公契約条例が各地

で広がってきております。条例化した自治体では、経

営者側も低価格競争をやめ、働きがいのある賃金を保

障して皆さんに喜んでもらえる仕事をしたい。労働者

側も官制ワーキングをなくそうなどと公契約条例は、

労使双方の共通の願いであることが確認をされていま

す。 

 神奈川県相模原市が、昨年実施したアンケートでは、

条例制定によって、今後、仕事の質の向上、地域経済

の活性化に成果があると回答した事業者が70％を超え

ています。現在、条例制定自治体は16自治体、検討自

治体は９自治体となっており、岩手県では来年２月に

提案予定と伺っております。ついては、当市でも公契

約条例を制定すべきと思いますが、お聞かせください。 

 質問項目の第２は、介護保険法改正についてであり

ます。 

 ことし６月に成立した介護保険法改正で 大の問題

は、要支援の人が利用する通所介護、訪問介護の見直

しです。今後、全国一律の基準で運営される介護給付

によるサービスを廃止され、市が独自に行う介護予防、

日常生活支援総合事業に移行とされています。この総

合事業の事業費の延べは、75歳以上の被保険者の数の

延べ率以下の三、四％に抑えることとされ、自然増を

下回る設定ともいわれております。特別養護老人ホー

ムへの入所は、原則要介護３以上とすることも問題で

す。 

 お尋ねいたします。1点目は、要支援者とは生活上

の困難を抱え、専門的知識を踏まえた支援が必要な高

齢者との定義でよいのかどうか。２点目は、公的介護

保険として保険料負担をすれば、給付は権利として受

けることができるという内容に変更はないのかどうか。

３点目は、施設の入所は、原則要介護３以上となるが

要介護１、２での入所者はどうなるのか。４点目は、

久慈市としてサービスを後退させない取り組み方法を

お示しください。 

 質問項目の第３は、健康長寿社会の実現についてで

あります。 

 この問題は、ことし３月市議会でも取り上げてきま

したが、先般、教育民生常任委員会の一員として、長

野県佐久市を視察研修してきました。佐久市は昭和30

年代、脳卒中死亡率が全国１位だった自治体でした。

それが、現在では、市町村平均寿命が男性は全国15位、

女性も19位と上位を占めています。この背景を聞くと、

行政が病院と一体となって地域医療を推進したこと。

さらには保健師とともに保健補導委員会の活発な活動。

179名の食生活改善推進委員を配置しての食生活改善

などがありました。 

 お尋ねいたします。県内でも脳卒中死亡率の高い当

市にあって、保健師、栄養士の果たす役割は大きいと

思いますが、具体的な取り組み策をお尋ねをいたしま

す。 

 ２点目は、健康をむしばむ背景の問題です。世界保

健機関は、健康を個人の問題だけで捉えるのではなく

て、社会的決定要因を重視をし、健康をむしばむ背景

にある貧困、格差、労働環境の改善などに政治が責任

を果たすことを求めています。重大なのは、子供の貧

困率が16.3％と過去 悪となっていることです。特に、

苦境に立たされているのは一人親世帯です。同世帯の

貧困率は54.6％と突出しています。個人の問題や家庭

や子供の自己責任だけでは済まされません。健康をむ

しばむ背景の認識と取り組み策をお尋ねいたします。 

 質問項目の第４は、商店リニューアル助成制度の導

入についてであります。 

 業者も、住民も、地域も元気にする住宅リフォーム

の助成制度は、現在628自治体に広がっています。こ

の制度を発展させたものとして注目されているのが、

群馬県高崎市での商店リニューアル助成事業です。こ

れは、商業の活性化を目的に、商売を営んでいる人が

店舗の改装や店舗等で使用する備品の購入などについ

て、20万円以上の工事につき２分の１を補助、限度額

100万円を補助するというものです。 

 当市においても、後継者難や改装資金難が言われて

おります。先般の市民アンケート調査にも各店舗の魅

力向上がトップを占めています。ついては、商店リニ

ューアル助成制度を導入すべきと思いますが、お尋ね

いたします。 

 質問項目の第５は、中心市街地の活性化についてで

あります。 

 先の質問者への答弁をお聞きしましたので、今後の

推移を見守りたい考えから、この問題については割愛
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をいたします。 

 質問項目の第６は、土木行政についてであります。 

 まず、道路行政の充実についてであります。道路整

備に関する市民要望は、特にも強いものがあります。

議会報告会でも、道路整備問題が多く出されています。

市長も、このことを身を持って感じておられるからこ

そ、公約に生活密着道路から幹線道路までの道路整備

の促進を掲げられているものと思います。 

 市民協働事業も、要望が多く応え切れない状況とも

お聞きをいたします。この市民要望に応えるためには、

これまでと同じ対応では間に合いません。予算上も、

体制上もさらなる充実が必要と思いますがいかがでし

ょうか。 

 ２点目は、市道認定の問題です。県道久慈岩泉線と

市道小久慈線間の大沢田川の左岸の道路は利用度も高

く、速やかに市道認定すべきと思いますがお尋ねをい

たします。 

 ３点目は、位置指定道路の整備促進策についてであ

ります。位置指定道路は、生活密着道路そのものであ

り、整備策をお示しください。 

 質問項目の第７は、持ち家住宅建設取得祝い金導入

についてであります。 

 ３・11大震災後、都市部住民の地方への定住願望が

31.6％と2005年調査時から1.5倍にふえてきています。

定住のために必要なこととしては、医療機関があるこ

と、仕事があること、土地、家屋が安く購入できると

いうことを上げております。その一方、当市では空き

家がふえ、地域コミュニケーションが難しくなってい

ること、若い人たちでも住宅が欲しいが資金確保に不

安があることなどの問題があろうかと思います。 

 この双方を解決をする一助とするためにも、祝い金

制度を導入すべきと思いますが、お聞かせください。 

 質問項目の第８は、学校司書の配置についてです。 

 ネット社会で便利さはあるものの、子供たちのコミ

ュニケーション不全、読解力、思考力不足が指摘をさ

れています。児童生徒にメディアを批判的に読み解き、

活用する力をどうつけるかが大事になっています。調

べる課題を大事にし、図書室を活用した調べる学習と

図書室サービスの両者が必要です。司書教諭もありま

すが、専任ではないため図書室の運営に当たるのは困

難な状況とも聞きます。司書を計画的に配置すべきと

思いますが、お聞かせください。 

 質問項目の 後は、歴史民俗資料室の常設公開につ

いてであります。 

 児童生徒に過去の歴史、文化を現在に伝える歴史民

俗資料に間近に触れることは、現在を知り、未来を展

望する上でも大事であります。必要な施設整備を行い、

常設公開すべきと思いますが、お尋ねをいたします。 

 以上、９項目、15点にわたって質問をいたしました。

よろしくご答弁のほどお願いをし、登壇しての質問と

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、昼食のため休憩い

たします。再開は午後１時といたします。 

    午前11時53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   

○副議長（下舘祥二君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也君の一般質

問を継続します。遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、公契約条例の制定についてお答えをいたし

ます。 

 公契約条例は、一般に地方公共団体が締結する工事

請負、委託業務等の公契約のもとで働く方々の労働条

件の確保をねらいとしたものであり、現在、全国で16

自治体で制定され、徐々に制定の動きが広がってきて

いるものと認識をいたしております。 

 当市が締結する公契約に係る労働条件の確保につき

ましては、 低制限価格制度の運用により担保し、

低賃金法、労働基準法等の関連法令により適正に運用

されていると考えておりますが、現在、岩手県におき

ましては、労働条件の確保のみならず、安全かつ良質

なサービスの提供、地域経済の健全な発展等に資する

理念型条例の検討を行っていると伺っているところで

あり、当市といたしましても、その動向を注視しなが

ら、並行して検討を進めてまいります。 

 次に、介護保険法改正についてお答えをいたします。 

 まず、要支援者の定義についてでありますが、介護

保険法において「要支援者」とは、身体上もしくは精

神上の障害により、入浴、排せつ、食事等の日常生活

における基本的な動作について、継続して常時介護を
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要する状態の軽減、もしくは悪化の防止に資する支援

を要すると見込まれる状態等にある65歳以上の者、及

び40歳以上65歳未満の者であって、身体上もしくは精

神上の障害が特定疾病によって生じたものと定義され

ております。 

 次に、保険料の負担と給付についてでありますが、

介護サービスを利用するためには、被保険者が要介護

認定申請を行い、その認定結果により要介護の方は介

護サービス、要支援の方は介護予防サービスを受ける

こととなります。 

 なお、認定には有効期間が設定されることから、期

限到来時には、更新申請を行うことが必要となるもの

であります。 

 今年度において、保険者である久慈広域連合におい

て、昭和27年度から29年度までを計画期間とする第６

期介護保険事業計画を策定中でありますが、現行制度

からの変更はないと久慈広域連合から伺っているとこ

ろであります。 

 次に、要介護度１、２での施設入所についてであり

ますが、今回の制度改正において平成27年４月以降は、

特別養護老人ホームに新たに入所する方について、原

則要介護３以上とする方針が国から示されたところで

あります。 

 現在入所している要介護１、２の方及び制度改正後

に要介護が１、２に改善した方につきましては、引き

続き入所できる経過措置を設けること。また、要介護

１、２の方であっても、やむを得ない事情により特別

養護老人ホーム以外での生活が困難と認められる場合

は、特例的に入所を認めることとするとの国の指針が

示されているところであります。 

 次に、サービスを後退させない取り組みについてで

ありますが、市といたしましては、現在、久慈広域連

合で策定中の第６期介護保険事業計画において必要な

施設の整備が図られるよう、保険者であります久慈広

域連合と協議してまいります。 

 また、今回の制度改正では、国はいわゆる団塊の世

代が75歳を迎える平成37年度に向けて、要支援者等の

高齢者の多様なニーズに地域全体で応えていくため、

全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に

応じて、市町村が効果的かつ効率的に実施することが

できる新しい総合事業へと移行することとしておりま

す。 

 当市におきましても、国が示す地域包括ケアシステ

ムの構築に向けて、地域の支え合い体制づくりの推進、

住民やＮＰＯ等の参画によるサービス充実も視野に入

れながら、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支

援について取り組んでまいります。 

 次に、健康長寿社会の実現についてお答えをいたし

ます。 

 まず、脳卒中発症予防の具体的な取り組み策につい

てでありますが、岩手県の脳卒中年齢調整死亡率は、

平成22年では、人口10万人当たり男性は70.1人、女性

は37.1人で、男女とも全国の死亡率の約1.4倍にのぼ

る状況となっております。 

 また、県内９保健医療圏においては、釜石、宮古、

二戸、久慈の順に高く、当市においても、男性は98.8

人、女性は47.1人、男女合わせた死亡率は60.8人とな

っており、県内33市町村中、死亡率が高いほうから９

番目に位置しております。 

 このような状況から、県は、脳卒中予防対策を重要

課題と捉え、重点的に取り組んでいると伺っておりま

す。 

 当市においては、脳卒中の予防には、高血圧、糖尿

病などの危険因子の管理、そのための減塩を中心とし

た食生活の改善を 優先と考え、保健師と栄養士が役

割を分担し、高血圧予防教室、健康相談等の事業を実

施しております。 

 また、昨年度、国立循環器病研究センター及び久慈

保健所のご指導をいただきながら、食生活改善推進委

員による減塩食「かる塩レシピ」を作成し、啓発に取

り組んでいるところであります。 

 今後におきましても、保健所をはじめ関係機関と連

携を図りながら、積極的に脳卒中の発症予防に取り組

んでまいります。 

 次に、健康をむしばむ背景にある貧困、労働環境の

改善についてでありますが、全国的にもここ数十年に

わたり、非正規労働者や長期失業者が増加傾向にあり、

こうした影響により貧困・格差が拡大、固定化してい

るとの課題が上げられております。 

 また、現在の震災復興に伴う荷重な労働負荷等によ

る健康障害の発生も課題となっているものと認識して

おります。 

 市といたしましては、雇用安定化促進事業として、

失業者の職業訓練や事業所の従業員のスキルアップに
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よる事業活動の安定化により雇用拡大を図っているほ

か、再就職緊急支援奨励金により常用労働者の奨励も

行っているところであります。 

 また、震災復興につきましても、今後、長期化する

ものと考えられますことから、事業主に対し、個人の

健康状況を考慮した労働環境の整備につきまして、関

係機関と連携を図りながら啓発活動を行ってまいりま

す。 

 次に、商店リニューアル助成制度の導入についてお

答えをいたします。 

 この制度は、群馬県の高崎市が先行事例として制度

化したものであり、商店主が店舗の改修や備品の購入

などをする際の助成制度と聞いております。 

 当市におきましても、商店街における店舗の老朽化

は課題と捉えております。一方で、ハード面だけでは

なく、買いたい商品の品ぞろえや、行きたいと思わせ

るサービスの向上など、ソフト面での商店主の意識醸

成も課題と捉えております。 

 現在、雇用安定化促進事業におきまして、商店主へ

のソフト面での支援といたしまして、課題解決アドバ

イザーの派遣事業も実施しているところであり、こう

したソフト面での支援と連携させながら、財政的な仕

組みを含め、ハード面の支援についても検討してまい

ります。 

 次に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、道路行政の市民協働道路維持補修事業の充実

についてでありますが、本事業は、平成18年度に事業

化し、当初は予算額200万円で５地区を実施したとこ

ろであります。その後、市民の皆様から好評をいただ

き、申請件数も年々増加してきたことから、昨年度は、

予算額600万円で12地区を実施したところであります。 

 今年度は、さらに６月議会において２地区分を増額

補正し、予算額700万円で14地区について事業を進め

ているところであります。 

 今後におきましても、要望状況を勘案しながら、事

業の拡大や体制について検討を進めてまいります。 

 次に、大沢田川左岸の道路の市道認定についてであ

りますが、この道路は、二級河川大沢田川の管理用通

路として、河川管理者である県北広域振興局が整備し、

管理している道路であります。 

 当該道路が、生活道路として利用されている状況は

承知しておりますが、市道認定基準要綱で規定してい

る幅員を満たさない区間が約４割あること、小沢田川

との合流部に架設されている橋梁拡幅に多額の事業費

を要すること、対岸が市道認定されていることなどか

ら、市道認定していないところであります。 

 市といたしましては、当面、河川管理者である岩手

県と協力しながら、適切な路面の維持管理に努めてま

いります。 

 次に、位置指定道路の整備促進策についてでありま

すが、位置指定道路は、現在、市内に約400カ所あり、

舗装などの整備に対する要望が多数寄せられている状

況にあります。 

 位置指定道路は、本来、開発者等が維持管理してい

くべきものでありますが、その整備手法のあり方につ

いて引き続き研究を進めてまいります。 

 後に、持ち家住宅建設、取得祝い金制度の導入に

ついてお答えをいたします。 

 少子高齢化の進行や地方から都市部への人口流出が

大きな社会問題となっている現状において、都市部住

民の当市への移住促進は、人口減対策に対する重要施

策の一つとなり得るものと認識しております。 

 現在、市内の空き家情報を県外移住希望者に提供す

る久慈市空き家情報登録制度、通称「空き家バンク」

に取り組んでいるほか、首都圏での移住・定住に係る

イベントへの出展、さらに、新規事業といたしまして、

いなか暮らし体験ツアーの実施を今年度予定している

ところであります。 

 ご提案のありました住宅取得等に対する祝い金制度

の導入につきましては、有効な手段であると捉えてお

りますことから、ほかの優遇措置や新たなＰＲ方法な

どとあわせ、制度設計について研究してまいります。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

 申し訳ありません。２項介護保険法改正についての

答弁におきまして、第６期介護保険事業計画の計画期

間を「平成」27年度から29年度までと申すべきところ、

「昭和」と申し上げてしまいました。訂正をお願いい

たします。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員の学校司書の配置についてお答えをい

たします。 
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 現在、市内の全小中学校に、図書担当教員が校内組

織に位置づけられており、学校図書の整備・充実及び

読書活動の推進に努めております。 

 また、司書教諭は、小学校において15校中10校に、

中学校は８校中５校に配置しており、自主的に図書館

を利活用する子供たちが増えることや、図書館を利用

した授業がより生き生きとしたものになることなどを

目指して、図書館活用の促進や利用指導等を行ってお

ります。 

 教育委員会といたしましては、学校図書館には、学

習・情報センターとしての機能や豊かな感性や情操を

育む読書センターとしての機能が求められていること

から、本市の現状を踏まえて、より充実を図るために、

市立図書館職員との連携や図書館支援員の配置等に向

けての計画を検討してまいります。 

 後に、歴史民俗資料室の常設公開についてお答え

をいたします。 

 旧長内中学校の校舎を活用して運営している久慈市

歴史民俗資料室につきましては、収蔵している資料の

質、量とも大変充実しており、郷土の歴史を学ぶ上で

重要な施設であることから、常時公開の必要性は強く

認識しているところであります。 

 しかし、常時公開するためには、建築基準法の規制

に適合するよう、防災設備等の整備や見学者の受け付

け、展示資料の解説に従事する職員の配置が必要にな

ることから、実現には至っていないものであり、今後

とも関係部局と協議してまいります。 

 現時点では、予約制による見学を平日はもとより、

土日祝日も受け入れることにより、郷土の歴史・文

化・伝統などに触れる機会をなるべく多く設けられる

よう努めているところであります。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を許しま

す。16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  それでは、再質問をいたし

ます。 

 まず 初に、公契約条例の問題です。県の条例化の

動向を注視して並行して検討しておるという答弁です

が、ぜひ前に進めてほしいんですが、実は、答弁にも

あった、いわゆる 賃法で言うと、今度12円だか10円

上がっても700円にはならないですよね。698円ぐらい

ですか。そうすると、やっぱりよその条例化したとこ

ろを見ておりますと、設計労務単価があるでしょう。

それと同等か、あるいは下回っても９割ぐらいの賃金

を設定するところが大体多いんですよ。 

 そういう点から言えば、やっぱり全体の底上げをこ

の公契約条例で図るという点で、やっぱり大変に地域

経済にとっても意義のあることだというふうに思うん

です。 

 例えば、 賃を言われましたけれども、設計労務単

価は、大工さんで岩手県では今２万800円ですよ。と

ころが、実際に久慈の状況を聞いてみますと、１万

2,000円から１万3,000円にとどまっているようです。 

 それから、いわゆる単純作業員ですね。普通作業員

というんですか。設計労務単価が１万6,100円、これ

も現実には7,000円とか8,000円というのが実際ではな

いでしょうか。 

 やっぱりここに、一定の底上げを図らないと全体の

アップにはつながらないということで、これが実際の

ようです。 

 そういう点では、やっぱり県が２月県議会に提案し

たいと。その内容についてもいろいろ断片的な情報出

ていますけれども、総合的な判断と同時に、やっぱり

この賃金条項、やっぱりぜひ盛り込まないと、単なる

是認型では実効性に乏しいということになろうかと思

うので、その辺の段取りについて再度お聞かせをいた

だきたい。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  公契約条例についてのご

質問にお答えをしたいと思います。 

 市長からもご答弁申し上げましたとおりに、県の動

向を注視しながら、並行して市としても検討してまい

りたいということでございます。 

 今のご意見も参考にし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ので、よろしくお願いいた

します。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  ぜひそういうことでお願い

をしたいと思います。 

 次に、介護保険法の改正問題でお尋ねいたしますが、

この要支援者とは何かということでるる答弁いただき

ましたが、答弁にはなかった、いわゆる専門的な知識

を持った人の支援が必要だというのがないんですよ。



－100－ 

実際、法律でもないんです。結局、ボランティアとか、

言葉が適切かどうかわからないけれども、専門的知識

を持ってない素人といいますか。そういう人でもでき

るということで、やっぱり介護の質を低下させること

につながるわけですよね。 

 実は、要支援者というのは、介護度が軽いとか重い

とかというのは、そういう響きあるんですが、実は、

要支援者でもそのままにしておったら要介護に進んで

しまうという可能性を持っている。ですから、専門的

知識を持った人が、いろんな生活支援等もしながら、

いわゆる悪化しないように注意をする、目配りをしな

がら介護をしていくということがないと、単なるお年

寄りを見守るというだけではない、そういう専門的な

知識を備えた人の対応が、余分な言葉で言えば、ヘル

パーさんは、背中にも目があると言われるぐらい、や

っぱり対象者を専門的な知識を持って注視をし、見守

って、その人たちが重くならないように適切なやっぱ

り介護支援をしていくという役割があるので、やっぱ

りこの点は、やっぱり法律上はそういう抜け道になっ

てるんですよ。ですから、やっぱり広域連合なり、市

としても、やっぱりそういう弊害といいますか、あれ

を少しでも軽減する、そういう努力があってしかるべ

きだというふうに思いますし、それが１点。 

 それから、この地域支援事業に移行するわけですが、

現行からの変更はないというのは、現行からの変更は

あるんですよ。地域支援事業というのは、いわば自治

体の裁量にかかってるんですよ。ですから、自治体が、

そういう福祉的な制度の意味合いも含めて充実すれば、

それはいいと思うんですが。やっぱりそれがないと、

現行制度からの変更はないというのは、これは、被保

険者に対して適切なお知らせではないと思うんですが、

いかがですか。 

 まとめて聞きます。３点目、要介護者の入所問題で

す。入所問題で、要介護者１、２は現在、市内で456

の入所者のうち106名、23％、１、２の人が入所をし

ていますね。確かにこの人たちは、来年の４月で追い

出されるということにはならない、そのまま入所でき

ます、それは。ただ、現在申し込んでる人、施設に申

し込んでる人。市内で230名中58名が要介護１、２な

んですね。この人たちは、申し込んではいるが、この

制度が実施される時点では、全く意味をなさなくなる

という、結果として残酷と言えば極端かもしれません

が、そういうことになろうかと思うんですが、それで

よろしいですか、お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  介護保険法のご質問

でございましたが、今後においても、軽度でも認知症

とか専門的な支援が必要な場合は、やはり一定の資質

とかノウハウを持った事業実施主体が必要であると認

識しております。 

 仮に、有償ボランティアであっても、保健師や看護

師、それから、介護士等の資格を持った方がこれに当

たるというのが望ましいというふうに考えております。 

 次に、総合的な支援事業が変更になるということで

ございますが、これにつきましては、要支援１、２の

方に対する介護予防給付のうち訪問介護と福祉用具等

につきましては、現行とは変わりませんけれども、訪

問介護と通所介護、これにつきましては、市町村の地

域支援事業に平成29年度にまでに段階的に移行すると

いうことでございますが、これにつきましては、皆さ

ん、誤解を生じないように、広報活動等も積極的に行

っていきたいと思いますし、円滑な移行へ考えてまい

りたいというふうに考えております。 

 それから、施設の入所の問題でございます。ただい

ま待機者のうち、要介護１の方が23名、それから、要

介護２の方が35名、合せて58名の方が待機をしている

ということでございます。これにつきましては、新た

な考え方でございますけれども、知的障害、それから、

精神障害等のある方とか、二つ目が家族等による虐待

が深刻であるとか、三つ目が認知症高齢者であって、

常時の適切な見守り介護が必要な方、こういう方につ

いては、入所を認めるという方向でございますので、

これにつきましても、できるだけ皆さんの希望にかな

うような形で考えることができれば、考えてまいりた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  国の方針変換がございまして、

要支援１、２の方については、これから市町村事業に

移行するというふうな方針が示されているわけであり

ますけれども、私ども財源、十分な財源が確保されれ

ば、それは、久慈市においてもきちんとした対応をし

てまいる所存でありますが、その財源確保が不安だと

いう声が聞こえてるのも事実だと思っております。 
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 これにつきましては、やはり介護問題は、今家族が

対応する、あるいは地域が対応すると言われましても、

現実には家族がどんどん近くからいなくなっている状

況がございますし、共稼ぎもふえていると。地域もそ

の地域の力自体が低下しているというような状況がご

ざいますので、これについては、やはりかなり工夫を

していかないと、介護の必要な方は、本当に生活に困

ってしまうという事態が発生しかねないというふうに

危惧しております。これについては、制度は制度とし

て、市町村がしっかり対応ということで知恵を絞って

いかなければなりません。市民の皆さんのご協力もい

ただく、専門職の方のご協力もいただくわけですけれ

ども、やはり国に対しても必要な要求・要望について

は、強く訴えていかなければいけないと思っておりま

す。 

 私自身両親の介護を経験しておりますが、やはりな

かなか家族の負担も大変でございますので、そういっ

た方の立場に立った体制をつくっていくと、そういう

視点から久慈市においてもしっかりと取り組んでいか

なければならない大きな課題だと思っております。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  実際、移行期間まで含めて

若干時間があるって言えばある。そういう点では、や

はり実際にこれが制度を新制度に移行し始めたら、や

っぱり大変な問題が発生してきますよ。そういう点で

は、そういう実態をリアルにつかんで、今、市長が言

われたように、市段階で知恵を絞る、努力するという

のは当然ですが、やはりそういう問題点、実情をやっ

ぱり国等にしっかりやっぱりぶつけていくと。 

 やっぱり実際問題、国は、この制度をやって、国も

頑張るから地方も頑張れというのならまだわかるんだ

けれども、国のほうが手を引く、撤退するのが見え見

えですから、やっぱりそういうことであってはだめだ

ということで、言われたように、国にしっかりと要望

していただきたいということを要請しておきます。 

 次に、長寿社会の問題について答弁いただきました。

そこで、登壇して私言いましたけども、保健師さん、

栄養士さんの役割ですね。大変に重要だということで、

保健師さんについては、いろんな機会等で需要をふや

すように、この席でも訴えてきて、一定の人の配置に

なってると思うんですが、栄養士の配置状況はどうな

っていますか。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  栄養士の配置状況と

いうことでございますが、現在、保健推進課に正職員

が１名、それから、臨時の栄養士が１名、計２名の体

制でございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  それで、いわゆる脳卒中等

の問題で言えば、やっぱり長野では、実際に喫煙の問

題とアルコールの飲酒の問題もありました。私は飲酒

するもんですから、飲酒の問題はあえて言いませんで

したけれども、やっぱりそれも含めて原因ですね。大

変大事だということは痛感してきました。そういう点

では、やはり栄養士さん等が、やっぱり地域に出かけ

ていって、そういう講習なり、そういう機会を市内各

所でやっぱり持っていって、食生活改善、原因に積極

的に取り組むということが大事だというふうに思うん

ですが、そういう栄養士の体制も含めて今後のそうい

う充実策について再度お聞かせください。 

 あわせて、これは地元紙の８月２日の報道なんです

が、教育長にお尋ねします。低所得家庭、偏食の傾向、

低所得の家庭の子供は、朝食抜きがち、野菜は余り食

べず、インスタント食品をよく食べているというよう

なことで、これは、背景には、それこそ低所得という

問題もあろうかと思うんですが、今、核家族世帯で、

いわゆる食生活というか、昔からの食生活、食事じゃ

なくて、いわゆるインスタント食品で済ます、何かそ

ういう若いお母さん方の忙しさもあるんでしょうが、

そういう傾向が広がっているのではないか。そして、

長野県でも言われましたけども、いわゆる子供の中に

そういう成人病の予備軍的なのがいるということです

よね。 

 聞いてみると、この管内、市内でも小学校の子供さ

んたちで肥満児が多いっていう話も聞きます。そうい

う点では、やっぱり学校現場でも、あるいはＰＴＡの

若いお母さん方を対象にといいますか。そういう食事

の大事さ、食生活の改善、これなんかもやっぱりいろ

んな機会を捉えて話し合いを講習していく必要がある

のではないでしょうか。 

 子供の舌といいますか、それが成人になってもそれ

で慣れてしまうわけですから、小さいときからのそう

いう食事の改善、とり方が大事だというふうに思うん
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ですが、その点、教育長からもお聞かせいただきたい。

両方からお聞きします。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  食生活の改善につき

まして、保健師、栄養士等が地域に出ていって、もっ

ともっと啓発活動すべきというお話でございますが、

現在も市内に食生活改善推進委員さんがいらっしゃい

ます。この方たち、講習会の修了を受けた方が113名

いらっしゃいますが、この方たちと一緒になって研修

あるいは産業祭りにおきまして、食生活改善コーナー

をつくりまして、栄養指導とか、いろんな活動、広報

活動を行ってますし、今後も栄養士、保健師、それか

ら、食生活改善推進委員さん、一緒になって、啓発活

動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。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  野菜が少なく、インスタン

ト食品が多いという食生活については、いわゆる今は

貧困家庭にかかわらず、どの家庭もそういう傾向があ

ろうかとは思います。ただ、貧困家庭のと言われると

ころは、一般的には割とひとり親の家庭とか、そうい

うところも結構多ございまして、そういう場合には、

やはり子供への食事の提供がおろそかになる傾向があ

るというふうに思っております。 

 それから、肥満児の件でございますが、当市は全国

平均から見て、ちょっと手元に数字はないんですが、

肥満児は多ございます。これは、食生活のこともある

のかもしれませんが、一般的に今は都会よりも地方の

ほうが肥満児が多い傾向にありまして、これは、一つ

は、やっぱり運動不足も大きな要因ではないかなとい

うふうに思っております。 

 都市部のほうが、歩く子供のほうが多い傾向がござ

います。地方のほうが車で親が送り迎えする。あるい

は、学校統合等によりスクールバスもかなり普及して

おりますので、スクールバスの場合には、学校まで届

けますので、そういうことも一つの要因かというふう

には思っております。 

 そういうこともありまして、小学校等では、親が送

ってきても、１キロ前でおろして歩かせてくれとか、

あるいは、授業の合間に走らせる。朝、ランニングを

するとか、そういうふうなことをして取り組んでいる

ところでございます。 

 それから、栄養面におきましては、久慈市の学校給

食、大変評判がようございまして、先日も審議会が行

われましたが、久慈の学校給食は大変栄養バランスが

よくおいしいというふうな評判でございます。そうい

う給食を子供たちに食べてもらうだけではなくって、

給食センターのほうが学校等に出向いて、給食を利用

しての栄養メニューというんですか。献立とか、いわ

ゆる食育をしてるところでございます。 

 子供から親に伝わればいいなというふうに思ってお

りますし、また、保護者向けにも食育講座等を実施し

ているところでございます。いずれ食育運動等は、子

供のときから非常に大事な、一生の健康を考える上で

も大事なものだというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  次に、商店リニューアル助

成事業ですけれども、先ほど来、きのう来ですか。い

わゆる街なかの再生、土風館と駅前とのにぎわいの創

出ですよね。久慈市の顔というべき場所での再生活性

化というのは大事だと思います。 

 その受け皿となるのは、いわゆる商店だと思うんで

すよね。そういう点で、やっぱり、ここにやっぱり何

とか大変な状況の中、行政がやっぱり後押しをして、

商店のリニューアルもして頑張ってもらうという意味

でも、これは検討するということでしたけれども、前

の市長時代も１回やったことあるんですが、ぜひその

実現方に向けて取り組みをお願いしたいということで。 

 次の、土木行政問題、市長、市民協働事業だけじゃ

ないんですよ。道路行政に対する市民の願望、願いと

いうのは、非常に強いものがあります、市長、ご存じ

のように。だからこそ市長も公約で掲げられたと思う

んです。 

 何十年来しゃべっても解決していないというのも実

際あります。そういうことからすると、ことし市民協

働で言えば100万円増額したということは、それはそ

れとして評価できるわけですが、やはり道路行政全般

について、やはり予算上も、体制上もぜひ考えて、こ

れは、市長の来年度の予算編成の中での目玉の一つに

なるように、ぜひ期待をしたいわけですが、再度お聞

かせいただきたい。 

 それから、市道認定の問題で、いわゆる右岸の馬場

前線は、あそこも河川の管理用道路になってると思う
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んですが、市道認定になってますよね。そこで、幅員

の問題出ましたけれども、右岸ができて、左岸が市道

認定できないというのは、ちょっとわからないんです

が、その点いかがですか。再度お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  道路行政についてでございま

す。 

 議員お話のとおり、市民の皆様からは、幹線道路か

らいわゆる生活道路まで道路についてはたくさんのご

希望をお聞きしております。大きな問題だと思ってお

ります。本当に整備がおくれていない整備手つかずの

ところに暮らしている方がたくさんいらっしゃいまし

て、久慈のまちづくりを考えても、普段の生活を考え

ても大きな問題だと思っております。 

 市民協働だけで対応できるわけでは全くありません

ので、市民協働は協働で考えてご協力いただきますが、

道路整備について、 大のネックはやはり財源問題で

ございます。久慈市の財政非常に厳しい中でどうする

かということなので、本当にこれは大問題です。 

 きのうもお話ありまして、客観的に優先順位をつけ

ろというご指摘もありましたが、そのとおりなんです

けれども、財源については、これは県というよりも、

本当は制度設計上は国に対してこれについても働きか

けをしていかないと、財源がないからできませんとい

う話でずっと来ている状況ですので、これでは全く課

題が解決されないまま皆さんが毎日生活するという状

況です。 

 これまでも午前中も炭山道路のお話から大きな道路

整備もしなければいけないという課題も抱えながらで

すけれども、これについては、本当にこれからもしっ

かりと体制含めて取り組んでまいります。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市道認定の件でございます。 

 ここは老人保健施設、こちらは欅の里の職員の方、

また、その通院する方等、使われているというのは

重々承知しております。その部分は、結構交通量はあ

ると思いますけれども、その先のほうが小沢田川とか、

用水路、これは田んぼのほうに水引っ張るところの取

水口等がありまして、これらの改修とか、また、今現

況では３メーターもないところ、大体2.7とかという

ところもありまして、事業費に大変な金額がかかるの

ではないかなと。 

 また、市道として整備する場合も、橋のところは欄

干等ありますので、少し反対側に振るとか、そういっ

たこと等がさまざまあります。そうしますと、そこの

ところにも家屋があるところもあります。それらがあ

りまして、今現在市道には認定していないというとこ

ろでございます。できれば、反対側のほうをできるだ

け使っていただいて、職員の方が使うところにはでき

るだけうちのほうでも維持管理のほうを行っていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  その問題は、次の機会にま

たお聞かせいただきます。 

 時間もあれですから、教育長、歴史民俗資料室の問

題。重要性はそのとおりであるということですが、以

前に聞いたときは、いわゆる施設の整備費に１億前後

もかかるという答弁いただいた経緯があります。いわ

ゆる今観光誘致を一生懸命やっているわけですが、い

わゆる琥珀や小久慈焼き、あるいは滝ダム等との一体

をなす場所に位置するわけですよね。そういう点では、

やっぱり観光ルートにも組み入れられる場所であるし、

施設でもあると思うんですね。 

 そういう点で重要性は共通認識のようですので、い

つごろまで努力をしたいという決意のほど 後にお聞

かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  先ほど小野寺議員からお話

ございましたように、１億を超えるお金が必要だとい

うことでございますので、これはやっぱり市長部局と

しっかり協議しながら、本当に教育委員会としてはで

きるだけ早く進めたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  小野寺議員の一般質問に関連

します。 

 一つ前ですが、この健康長寿実現のためのところで

１点関連しますが、実は私どもも前の委員会で佐久市

に行ってきました。佐久総合病院という立派な病院が

あそこにあるんですが、実は、鎌田實というお医者さ

んがいます。有名なお医者さんです。この方の著書の

中で、この減塩運動が始まった要因は、脳卒中になっ

た患者さんに、「なぜ殺さなかった」って言われたそ

うです。こういう不自由な体のまま助けてくれたこと
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に抗議されたと。だから、病気になる前にどうすれば

いいかということで始まったのが、長野の佐久市の運

動だったんです。そういった意味で、私は、県立病院

の医療機関との連携が、お医者さんとの連携が必要だ

と思うんですが、その点、どのように考えているのか、

まずお聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  健康長寿社会実現の

ためには、行政、そして、医療との連携が必要だとい

うお話でございますが、まさにそのとおりでございま

す。 

 当市といたしましても、行政、医療あるいは介護関

係者が集まって、介護組織をしておりますし、市民が

健康で長生きできるような、そういうふうな社会の実

現のためにこれからも努力をしてまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  ぜひ県立久慈病院のお医者さ

んとの連携をぜひ密にしていただいて、効果のある方

向でやっていただきたいというふうに思います。 

 次に、位置指定道路の整備促進策についてでありま

すが、市長答弁では400カ所ぐらいあるんだというこ

とでした。当然、市長も市長選挙で演説、辻々に立つ

わけですよ。そしたら、必ず位置指定道路に立つわけ

ですよね。 

 これは開発行為ですから、それなりの不動産等が開

発をしてつくった道路です、その時点では。しかし、

10年、数十年経過している中で、まさに生活道そのも

のなんですよ。そういった中で、依然としてその土地

そのものがいわゆる開発者のものになっているとか、

さまざまな経緯があるわけですね。 

 そういった点で、そこに住んでいる方々が自分の住

んでいる道路がどういう状況になっているのかわから

ないのが結構多いわけです。そういった点で、やはり

相談に来たときに、市のほうとすればデータを持って

いるわけですから、この道路はこうなって、こういう

分筆になっていて、これはこれこれの名義になってま

すよという情報が返っていけば、その地域の方々もそ

ういった対応ができるという状況があるわけです。 

 ぜひそうしていかないと、実は、これを言ったらあ

れなんですが、いちいち測量を頼むと非常に測量費は

高いです、実際問題、１筆幾らですから。そういった

意味では本当に、もっとデータを提供することによっ

て、この路線はこうなっていて、図面上こうで、そし

て、こういうふうになってますから、この名義の方に

寄附をしていただいて、そして、市道認定の方向に行

くということができれば、私は速やかにいくのかなと

いう気がするんですが、そういった点での事務の受け

付けの手伝いを私は市がやるべきではないかというふ

うに思うんですが、この点をまずお聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  今の位置指定道路のお話につ

いては、本当にお困りの方がたくさんいらっしゃるの

も私もたくさんお話をお聞きしております。 

 市に対する寄附を含めて、ご相談に乗っていくとい

いますか、一緒に考えていかなければいけないと思っ

ております。 

 開発業者がつくった道路と言いましても、その業者

さんが倒産した、あるいはどうなったかわからないと

いうケースでお困りの方々もたくさんいらっしゃいま

すので、市は関係ないというふうでは済まない問題だ

と思っておりますので、これについても400カ所は非

常に多いんですけれども、これについても個別にご相

談をしながら一緒に考えいきたいと思っております。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  その点はよろしくお願いして

おきたいというふうに思います。 

 次に、教育長、学校司書の配置について、司書教諭

が小学校で15校のうち10、そして、中学校で８校のう

ち５校でしたか。その司書教諭と学校司書との違い、

どのように認識しているでしょうか。いわゆる学校司

書と今配置されてる司書教諭というのは、私違うと思

うんですけど、中身的に。どういうふうに認識してい

るでしょうか、お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  学校図書館の司書でござ

いますけれども、司書教諭につきましては、司書教諭

は、それぞれのクラスとか、それぞれの主任さん等を

兼ねて図書館を管理しております。学校司書につきま

しては、図書館の管理を専門的に行うものと考えてお

ります。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  ここにこういうふうに書いて
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あります。 

 学校司書は、幅広い本や資料収集し、本の紹介や相

談に乗りますと。本の魅力を伝え、ほかの図書館と協

力するなど、あらゆる方法で本を届けます。また、教

師とともに学校図書館を活用した授業をつくります。

子供たちの一人ひとりが知ること、学ぶことの楽しさ

やおもしろさを体験できるように応援しますと。これ

が学校司書の仕事です。 

 司書教諭は、司書教諭講習を受けた教諭に発令され

る職だと。司書教諭は学校司書がいる学校図書館の背

景を生かして十分活用しますとなっていますが、まさ

にクラスを持ったり、授業をしながらの方が司書教諭

なんですよね。 

 新聞でも明らかなとおり、小学校、中学校の先生の

忙しさは、もうすごいんだということが報告されてお

ります。そういった中で、ぜひ先ほどの答弁では、支

援員の検討をするというふうに言っておりますが、ぜ

ひそういう点では、なぜ学校司書の配置が必要なんだ

ということについて、ここに資料がございます。ちょ

っとお話したいと思います。 

 これは、岡山県ですが、岡山の小学校で、１校１名

の正規の学校司書が配置される学校の場合は、１年間

に子供の年間の貸出冊数が70、80とか、110冊とか、

83冊とか非常に多いんです。ところが、非正規の学校

を３校兼務してる人が配置されている場合は、半分の

47とか31というふうに低いんですね。こういった点で、

明らかに学校司書の配置によって子供たちが、本と接

する機会を豊かにしているというのは、実態として出

ているんですね。 

 そういった点で、なぜ久慈市はこのようなことが明

らかになってるのにもかかわらず学校司書の配置をし

ないのか、しようとしないのか。先ほどの答弁でも支

援員とか指導員の配置と極めて曖昧なんですけど、司

書免許を持った学校司書の配置をなぜ考えませんか。

こういうふうに明らかに子供にとってはいいというこ

とが明らかになってますけど、その点、どうなんでし

ょうか。なぜ踏み出さないんですか、お聞かせくださ

い。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  学校司書につきましては、

今年６月に学校図書館法が改正され、今まで学校司書

につきましては、設置、配置できる要綱ということに

なっておりましたが、これに対して努力義務が課せら

れて、来年度の４月１日からの施行とされたところで

ございますが、これにつきましてまだ具体的な方法が

国というか、文科省のほうから示されておりませんで、

県のほうに内容について問い合わせしてるところでご

ざいますけれども、県のほうにもいまだに国のほうか

らの通知がないという状態と伺っております。 

 市といたしましては、これらの内容を確認しながら、

そして、財源的な、あるいは人的な措置のほうを要求

しながら実施のほうに向けてまいりたいと考えており

ます。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  そうですね。この学校図書館

法、平成26年の６月20日に改正になっております。来

年４月１日から施行になります。 

 学校司書、第６条で、「学校には、前条第一項の司

書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図

り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の

一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従

事する職員を置くように努めなければならない。」と

いうふうになりました。 

 したがって、この法律に基づいていずれやる方向だ

ということですが、そこで、これは市長にお伺いした

いんですが、市長も子供の教育のことについては関心

があるし、十分いろいろ公約でもってますが、実は、

豊中市では、2010年に市長、これは淺利敬一郎という

市長ですが、政策項目の一つとして、読書活動日本一

を目指す、学校図書館と公共図書館の連携という考え

で、豊中ブックネット事業というのを立ち上げました。 

 その内容を見ますと、2012年度に、これは歴史もあ

って早いんですが、ここは1993年に小学校２校、中学

校１校、学校司書を配置して、その後2005年４月に全

小学校41校、中学校18校に全ての司書を配置してると

ころなんですよね、ここは。先進地です。 

 そういった中で、新たにこの市長がそういった方向

を打ち出した中で、こういうことをやってるんですね。

2012年度は豊中市任期付き、これはここでも、きのう

濱欠議員が出した任期付き、豊中市任期付き短時間勤

務職員の司書として採用試験が行われたと。職務内容

は、市立図書館及び学校図書館における司書業務とな

っております。したがって、司書業務という仕事をす

る中で、学校と図書館という連携が当然できるし、い
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ろんな形でやってるんだということがここでなされて

おります。 

 そういった意味では、本当に今、財源的な問題、当

然、教育委員会では、財政権ありませんので、いざ置

くとき、当然市長部局との協議が必要ですね。そうい

った中で、市長自身が政策の中で、子供たちの豊かな

本とのかかわりを持っていくんだという政策を掲げる

とすれば、この豊中市の政策もやっぱり私参考になる

んじゃないかというふうに思ったんですが、そういっ

た意味で市長の司書配置に対する認識をどの程度、ど

ういう認識をお持ちなのか、お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈市においても、人材育成

はしっかり行っていかなければいけないと思っており

まして、人材育成の中では、子供たちの読書活動は非

常に大事だと思っております。そのためにも、専門の

方の指導をいただきながら、読書量をいかに増やすか。

これは子供たちだけの問題ではなくて、親世代を含め

ての課題にもつながっていくだろうと思っております。 

 手法については、豊中市の状況、これについての勉

強をいたしまして、人の配置がどの程度できるかって

いうのを、諸課題が多い中での調整になるかと思うん

ですけれども、これについても検討してまいります。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  私も長年、この学校司書の配

置については、議会を通じて教育委員会と議論してき

ました。今回、「学校司書って、こんな仕事」という

本が出ておりまして、これは、学校図書館問題研究会

という会があって、そこが編さんした本でした。 

 ここは全部個人会員で全国組織になっておりますが、

まさに学校図書館におけるこんな人を配置すべきだと

いう中で、こう言ってます。 

 一つは、学校図書館の仕事に専任できること。二つ

目は、司書資格を持っていること。三つ目は、正規職

員であること。四つ目は、１校に１名以上の配置であ

ること。五つ目は、フルタイムで働けること。六、継

続して働ける職であること。七として、研修の機会が

保障されていること。 

 これは、この研究会が出している、こうあってほし

いという考え方です。しかし、このとおり、ここまで

いかないにしても、例えば、今言ったように、豊中市

みたいに、豊中市の場合は、週５日間の勤務で、１週

30時間15分の勤務の仕組みをつくってるんですね。今

言った七つの学校図書館問題研究会が出した、こうあ

るべきだという方向にはいかないにしても、この方向

で目指して、じゃあ久慈市ではどこでスタートできる

のかという、これぜひ研究していただいて、先ほど次

長答弁の中で法律も変わったと、そういう方向でなっ

たんだという答弁ありましたので、そういった意味で

はこの研究会とのかかわりを持ちながら、当然、専門

的な団体ですので参考にしていただきたいなというふ

うに思います。 

 後にちょっと、図書館宣言というのがあるんです

が、その中で、「図書館は基本的人権の一つとして知

る自由を持つ国民に資料と施設を提供することを も

重要な任務とする」というふうになっています。 

 もちろん日本国憲法が主権が国民に存するというの

に基づいてますけれども、そういった中で、この任務

を果たすために、図書館は次のことを確認し実践する

んだということで、第一は、図書館は資料収集の自由

を有する。二つ目に、図書館は、資料提供の自由を有

する。三つ目は、図書館は、利用者の秘密を守る。四

つ目は、図書館は、全ての検閲に反対する。図書館の

自由が犯されるとき、我々は団結してあくまで自由を

守るという宣言がなされておりますが、この宣言は極

めて私は大事だなというふうに思ってるところですけ

れども、いずれ今後の検討の中で、今申し上げました

学校図書問題研究会等と連絡を密にしながら、ぜひ実

施に向けて検討していただきたいんですが、 後その

決意のほどをお聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  学校図書館でございますが、

久慈市の場合には、久慈小学校、久慈中学校のような

大きな学校から、児童生徒が１桁、あるいは十数名と

いうふうな学校もございます。図書館の規模も当然違

ってまいりますし、そうなりますと、人的な配置も当

然また変わってくるだろうというふうに思っておりま

す。 

 そういう中で、先ほど申し上げました市立図書館職

員との連携というのは、場合によっては、久慈市の場

合は一つの図書館ではなくて、複数の図書館を１人で

担当する。巡回等をして担当することも可能かもしれ

ない。あるいは、非常に保護者等の中には、いろんな

図書館の仕事をやってくれるような方もいらっしゃる
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かもしれない。そういう意味では、非常に久慈市は財

政上、厳しいわけですので、ボランティア的な方がい

らっしゃればそれも活用できるかもしれない。いろい

ろな形で、図書館の活動をいわゆるもっと活発にでき

るような方法を検討していかなきゃならないというふ

うに思っておるところでございます。 

 いずれ法律もできましたことですから、その法律の

動向を見ながら、市としても研究を進めてまいりたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  ぜひひとつ頑張っていただき

たいと思うし、あらゆる学力向上のためにも、私は図

書館の活用というのは絶対必要だというふうに思いま

すので、久慈市の学力が低いというのが出ましたので、

特に中学校は。ひとつ改善のために活用していただき

たいと要望しておきます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、社会民主党梶谷武由君。 

    〔社会民主党梶谷武由君登壇〕 

○１番（梶谷武由君）  社会民主党の梶谷武由です。

市政の当面する諸課題について質問をいたします。 

 初めの質問は、いわて森のトレー生産協同組合の補

助金返還にかかわる質問です。 

 この問題は、いわて森のトレー生産協同組合が、国、

県の補助金を受けて、木製トレーを生産する事業を開

始したが、不良品が続出し、事業中断に追い込まれ、

会計検査院から補助の目的を達成していないとして補

助金返還命令を受けた事案です。 

 森のトレー生産協同組合は、事業中断に追い込まれ

た理由は、木製トレーを製造する機械に不具合がある

ためとして機械を製作、納入したトリニティ工業株式

会社を相手に損害賠償訴訟を起こしたが、判決は組合

の請求が退けられ、全面敗訴となりました。 

 組合は、損害賠償金を得ることができなかったため、

補助金の返還も行わないまま経過していますが、補助

金返還義務は森のトレー生産協同組合にあるわけです。 

 質問の１点目は、裁判確定後における債権回収に向

けた取り組み状況と、その結果について。２点目は、

森のトレー生産協同組合の返還資力について。３点目

は、組合理事長ほか役員の資産状況等調査結果につい

て。４点目は、債権回収に向けた法的処理の検討状況

について。５点目は、債権回収に向けた今後の方針に

ついてお伺いいたします。 

 次の質問は、防災無線の難聴解消対策についてです。 

 防災無線は、非常時には大変重要な情報源であり、

いつでもどこでもしっかりと聞き取れる環境整備が必

要と考えます。防災無線の聞こえにくい問題は、数度

にわたって議会でも取り上げられ、消防署でも現地を

確認しながら改善に努力をしているわけですが、防災

無線が聞こえにくいので何とかしてほしいという声が

今でも多数届けられます。 

 先月の広島市における集中豪雨、土砂崩れ災害のと

きも、大雨の音で防災無線が聞こえなかったとの報道

もあります。 近の家屋は、機密性も高くなっていて、

建物の中にいると外部の音が遮断され聞こえにくい上

に、台風や大雨、雷などのときは、ほとんど聞こえな

くなることが想定されます。 

 携帯メール配信もありますが、全てに行き渡ってい

るわけではありません。時には配信されないこともあ

ります。防災無線をいつでも聞き取れるようにするに

は、屋外の拡声器設備のほかに、屋内で聞くことので

きる個別受信機の設置が必要であると考えます。個別

受信機の設置についての考えをお伺いいたします。 

 次は、マイマイガの防除対策についての質問です。 

 マイマイガは、2007年から2009年にかけ大発生し、

市民生活に多大な影響をもたらしました。ことしも市

内の一部で発生しているとの情報もあります。また、

紫波町の一部で大量発生したとの報道もありました。 

 市内におけるマイマイガの発生状況と大量発生を防

ぐには、卵塊や幼虫の段階での防除が必要と考えます

が、防除対策についてお伺いいたします。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画について質

問します。 

 この計画の見直しに当たって市民アンケートを行い、

その結果がホームページで公表されました。計画の策

定は、アンケート結果を参考にしながら、これから行

うものと思います。 

 この項の質問の１点目は、全体の整備計画策定の決

定時期をいつごろと考えているか。２点目は、駅前ビ

ルは老朽化も進み、景観上も好ましい状況にあるとは

言えません。駅前ビル撤去についての考え方と撤去す
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る場合の費用負担について。３点目は、複合施設にど

のような業種が入るか未確定なわけですが、検討に当

たっては、単に市民が望む商業施設だけでなく、魅力

のある施設で、地域経済にもよい影響を与える業種に

すべきと考えます。この事業が完成して、事業区域内

だけがにぎわうようでは不十分と考えます。ここを訪

れた方が近隣の商店街へ足を運ぶようでなければなり

ませんが、事業実施による波及効果をどのように考え

ているか。４点目は、地域全体が活性化するためには、

周辺の既存商店や新規出店者への支援強化が望まれま

す。支援策についてお伺いいたします。 

 次の質問は、市道久慈夏井線の整備についての質問

です。 

 この路線の整備について、多数の議員から幾度とな

く一般質問で取り上げられてきました。この道路は、

狭隘で急カーブ、急勾配の連続のため、改良工事には

多額の費用がかかることから、県に対し県道昇格や県

代行事業の要望をしてきたわけですが、以前の議会の

とき広域振興局からは、県道昇格も県代行事業も難し

い状況にあるとの答えがありましたが、その後の市道

久慈夏井線、通称、炭山道路の整備に向けた進捗状況

についてお伺いいたします。 

 これまでと同じような働きかけ方では、整備促進は

困難であると考えますが、新たな整備方法等を検討す

る考えがないか、お伺いいたします。 

 後の質問は、教育長に歴史民俗資料室についてお

伺いいたします。 

 現在の歴史民俗資料室は、旧長内中学校の校舎を活

用して、市が保有する埋蔵文化財をはじめ、民俗資料、

製鉄関係資料など、たくさんの資料が集められ、計画

的に整理や施設整備が進められていると思いますが、

いまだにこの施設は予約しなければ見学することがで

きません。いつでも見学できるような常時開館に向け

た施設整備の進捗状況と常時開館の見通しについてお

伺いします。 

 また、歴史民俗資料室には、昔の生活用具や埋蔵文

化財、あるいは製鉄等に関する資料は相当数収集され

ておりますが、歴史や文化に関するものが少ないよう

な気がします。資料収集に当たってどのようなことに

留意しているか、お伺いいたします。 

 以上で登壇しての質問を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  社会民主党梶谷武由議員のご

質問にお答えをいたします。 

 初に、いわて森のトレー補助金返還についてお答

えをいたします。 

 まず、裁判確定後における債権回収の取り組み状況

についてでありますが、昨日の政和会代表、濱欠議員

にお答えいたしましたとおり、いわて岩手森のトレー

生産協同組合に対しましては、これまで毎月１回、直

接折衝により補助金返還を督促するとともに、岩手県

及び顧問弁護士と回収及び解決策について協議を重ね

てきているところであります。 

 次に、組合の返還資力の有無についてでありますが、

組合に対しましては、現段階における資産や債権債務

の状況を整理した会計書類等を提出するよう求めてき

ておりますが、いまだ提出がなく、その見きわめに苦

慮しているところであり、この件につきましても、県

及び顧問弁護士と協議を重ねている状況であります。 

 次に、代表理事ほか役員の資産状況等調査について

でありますが、平成22年度に民間リサーチ会社へ委託

し、代表理事及び役員等の保有資産及び資産の移動等

についての調査を行ったところでありますが、顧問弁

護士からは、債権回収の妨害に当たるような資金等の

不審な移動はなく、法的に回収することは厳しい状況

であるとの考えをいただいているところであります。 

 次に、債権回収に向けた法的処理の検討状況及び今

後の方針についてでありますが、この点についても、

現在岩手県及び顧問弁護士と回収方策の検討を行って

いる状況であり、早期解決に向け全力で取り組んでま

いる所存であります。 

 次に、防災行政無線の難聴対策についてお答えをい

たします。 

 防災行政無線の難聴地域解消のため、平成17年度に

防災行政無線の放送した内容を電話で確認できる防災

行政無線再応答装置を整備、平成24年度には防災行政

無線の屋外子局を75局増設し262局としたほか、昨年

12月１日から携帯電話やパソコンから情報を受け取れ

る防災情報メールマガジン及びツイッター、フェイス

ブックを活用した配信サービスなど、多様な方法によ

り対策を講じてきているところであります。 

 戸別受信機の設置につきましては、全世帯に整備し

た場合、多額の費用を要することから、整備は困難で
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あると考えておりますが、引き続き、難聴地域の解消

のため、効果的な方法を模索しながら、新しい伝達方

法も含め、研究してまいります。 

 次に、マイマイガの防除対策についてお答えいたし

ます。 

 まず、市内におけるマイマイガの発生状況でありま

すが、７月下旬から成虫が市内全域で発生し、街路灯

などに飛来、産卵が確認されております。しかし、８

月上旬以降は減少しており、大量発生した平成20年と

比較すると少ない状況と捉えております。 

 次に、マイマイガの防除対策についてでありますが、

６月中旬から市ホームページや市広報等を通じて、卵

塊あるいは幼虫の駆除をお願いするとともに、薬剤の

提供や噴霧器の貸し出しを行ってきたところでありま

す。 

 また、成虫の飛来を防ぐため、公共施設のライトダ

ウンや一部防犯灯の消灯を行ったほか、ショッピング

センターやパチンコ店等の事業所に対しても、業務に

支障がない範囲でのライトダウンの協力をお願いして

きたところであります。 

 今後、マイマイガの大量発生を防ぐためには、卵塊

の駆除が欠かせないことから、市民の皆様をはじめ、

町内会、衛生班、各事業所等に卵塊駆除への協力をお

願いし、来年度以降の発生を極力抑えるよう努めてま

いります。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画についてお

答えをいたします。 

 まず、整備計画策定の決定時期及び駅前ビルの考え

方についてでありますが、昨日の新政会代表、中平議

員ほかにお答えいたしましたとおり、今年度予定して

いた国庫補助事業の申請については見送ることとし、

市民の皆様が求めている真の意味でにぎわいを創出す

るまちづくりのための整備計画の策定について、今後

丁寧に検討を進めてまいります。 

 次に、事業実施による波及効果についてであります

が、第２期久慈市中心市街地活性化基本計画に掲げて

おります、やませ土風館と新たに整備する駅前拠点の

連携に加え、市民の皆様が求めている施設整備や各店

舗の魅力向上に取り組むことが回遊性の向上とにぎわ

いの創出につながるものと考えております。 

 今後も久慈商工会議所等関係機関との連携を図り、

中心市街地全体のにぎわいが創出されるように取り組

んでまいります。 

 次に、既存商店や新規出店への支援策についてであ

りますが、既存商店につきましては、講師を招き、個

店ごとに経営指導を行う成功店モデル創出・波及事業、

新規出店につきましては、出店する際の改装費用に対

する補助等による事業を実施し、支援しているところ

であります。 

 今後におきましても、久慈商工会議所等関係機関と

の連携を密にして、支援を強化してまいります。 

 後に、市道久慈夏井線の整備についてお答えをい

たします。 

 まず、整備に向けた進捗状況についてでありますが、

本路線は、これまで岩手県に対して、県道昇格や県代

行事業への採択について、重点事項として重ねて要望

してきたところであります。 

 しかしながら、県北広域振興局からは、県道昇格に

ついては、新たな県道認定は難しい状況にあること、

また、県代行事業については、早期の事業化は難しい

状況にあると伺っているところであります。 

 次に、新たな整備方法等についてでありますが、市

が施行する場合には、多額の事業費が見込まれますこ

とから、有利な財源をいかに確保するか、この点につ

いても重要になってまいります。今後、その整備手法

について検討していくこととしております。 

 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  社会民主党梶谷武由議員の

歴史民俗資料室についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 まず、常時公開に向けた施設の整備の進捗状況につ

いてでありますが、先ほどの日本共産党久慈市議団代

表、小野寺議員のご質問にお答えいたしましたとおり、

常時公開に当たりましては、防災設備等の整備や見学

者の受け付け、展示資料の解説に従事する職員の配置

が必要となることから、実現には至っていないもので

あります。 

 次に、今後の見通しについてでありますが、大規模

な改修となり、複数年度にわたる計画的な整備が必要

であることから、今後とも関係部局と協議を継続して

まいります。 
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 後に、資料収集に当たっての留意点についてであ

りますが、歴史民俗資料室に収蔵しております資料に

は、市民の方から寄贈いただいた民具、川崎製鉄を初

めとする製鉄関係の資料、発掘調査により出土した考

古資料、郷土の偉人に関する資料などがあります。な

かでも、民具につきましては、市民の方から寄贈の申

し出があった際に、同じ種類の民具であっても使用し

た地域や使用年代の違い等について現地調査を行い、

幅広く収集するよう留意しているところであります。 

 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を許します。１番梶

谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  それでは、何点かにわたって

質問をしたいと思います。 

 まず、森のトレーにかかわる部分ですが、返還資力

の部分について資料を求めても出されないということ

の答弁だったわけですが、これについてはもう大分前

から話が出て、県議会でも問題になっているところで

す。平成23年２月の県議会でも久慈市が現在調査をし

ているとか、そういう答え等も出ているわけですが、

提出がされないから、どうしようもないのだというこ

とで経過してきているような感じがしますが、そのよ

うな状況をこのまま継続していっていいのかどうか、

非常に問題だというふうに思いますが、あと、同じく

23年２月の県議会で、県の小田島智祢農林水産部総括

課長が、森のトレーは債務超過になっていると、こう

いう答弁もしております。債務超過ということになっ

た場合に、組合から補助金の返還ということを市が回

収できないのではないかというふうにも考えますが、

ここの部分に債務超過になった場合でも回収が可能な

のかどうか。そこの部分についてまずお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  県議会でも債務超過という

ことで、それらについての徴収といいますか、それら

が可能なのかということでございますが、それらもひ

っくるめて、今現在、市長から答弁申し上げましたよ

うに、直接交渉請求しているわけですが、返還されて

いない状況、あるいは、債権債務を明らかにするため

の決算書等の提出を求めておりますが、組合からは誠

実な回答がないような状況ということでございまして、

それらもひっくるめて、法的手続等について、今県と

それから弁護士と相談しているという状況でございま

して、できるだけ早く市としての方向性を決めたいと

いうことで今鋭意協議しているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  あと、それから、組合の債務

のことですが、補助金のほかに金融機関からの10億

8,000万円の融資を受けたということで、ここに抵当

権等も設定されたようですが、これらの返済が終了し

たのかどうか、ここのところがわかるでしょうか。金

融機関からの融資を受ける際に抵当権を設定をしたと。

この抵当権を設定したことによって、久慈市が補助金

の返還を債務を回収することができなくなったと。財

産を処分するときに、抵当権が設定されていなければ、

財産を処分するときに市にも当然債権があるわけです

ので、幾らかは回収できたかと思うわけです。この部

分についてまずお伺いをしたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  金融団の関係でござ

いますけれども、訴訟の終結を受けまして、トレー組

合の施設に抵当権を有する金融団が競売を申し立てを

行って、平成22年の12月13日ですけれども、盛岡地方

裁判所が競売開始を決定をして、23年の10月８日に売

却決定が確定しているということで、そのような手続

が行われているということについては承知をしている

ところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  資産を処分するときのことは

知っているわけですが、金融機関からの融資、全額も

う既に融資が返済されたのかどうかという部分につい

てはいかがでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  今ご質問のありまし

た部分につきましては、全て承知しているわけではご

ざいません。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  この事案では、組合理事長や

役員の責任も大きいのではないかなというふうに思い

ます。その理由の一つは、林業構造改善事業の補助対

象にならない未確実な技術であったトリニティ工業の

機械、これを導入をしたと。これを決めたために組合
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の正常な事業活動ができなくなったのではないかと。

このことがやっぱり大きな理由なわけですので、これ

が中小企業等協同組合法38条、ここのところに、組合

役員の善管義務、善良な管理者としての注意義務を負

うとあって、ここの部分に抵触するのではないかと思

うんですが、これについての認識はどのように認識し

ているか、まず、お伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  理事からの債権回収

をすることが可能ではないかというふうなご質問かと

思いますけれども、金融機関は、組合に融資を実行す

る際に、役員を連帯保証人としたので可能であるとい

うふうに聞いておりますけれども、市は組合へ補助金

を交付したことで、理事に対して請求する権利はない

というふうに認識をしているところで、市の相手方は、

あくまでもいわて森のトレー生産協同組合であるとい

うふうに認識をしているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  その理事者が、金融機関から

融資を受ける際に、補助金に優先する形で抵当権を設

定したわけです。このことは、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律、この22条に違反をしてい

るわけですよね。その法律に違反するような形で抵当

権を設定したということになってくれば、この理事者

の責任というのは、非常に大きいものがあるだろうと

いうふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  理事の責任というこ

とでございますけれども、先ほども中小企業法の38条

というお話もございましたけれども、役員の重過失と

いうふうなことを問えるかということもあろうかと思

いますけれども、それについては、 初から事業がう

まくいかないことを役員が知っていたというふうな、

そういう悪意が争点になるかと思いますけれども、い

わて森のトレー生産組合につきましては、市や県と相

談しながら事業を遂行していると。そして、役員の独

断先行とか、そういったもので事業はしたことではな

いというふうなこと、それから、役員の悪意を裏づけ

る証拠もないというふうなことでございまして、それ

で重過失を問うことは困難であるというふうなことで

もございます。 

 それから、補助金適正化法に反するものではないか

ということでございますけれども、それにつきまして

は、会計検査院からの指摘を受け、それを国が補助金

返還をするようにということで命令をしているもので

ございまして、これに今沿って対応しているものでご

ざいます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  この森のトレーの事業費は

26億9,221万3,000円でございます。そのうち、補助金

が15億3,478万5,000円、この内訳が国庫が12億7,910

万4,000円、県費が２億5,568万1,000円となっており

まして、この補助残、補助金を除いた額、この10億

8,000万円について、金融団から融資を受けまして、

これに対して金融団がトレー組合の施設に対して抵当

権を設定したというものでございまして、補助金を除

いた額、それに抵当権を設定したということでござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  その10億円余りのところに、

抵当権を設定というのですが、その抵当は土地とか建

物とか、あるいは機械、これが抵当に入ったわけです

よね。その補助金に入ったとか、そういうことではな

くて、その土地や建物、これを処分をするときに抵当

に入っていなければ、金融団が優先して回収するとい

うことにはならなかったと思うわけです。債権を持つ

ものが、その債権額に按分比例といいますか、比例し

た形で回収すると。金額の多いところは多いなりに回

収できると、このようになろうかと思うんですが、今

の答えだとちょっと理解できかねますので、もう一度

お願いします。 

 あとそれから、理事者の悪意という表現を使いまし

たが、悪意があろうがなかろうが、実際に損害をこう

むるような事態に陥れたといいますか、損害をこうむ

るような状況に陥ったわけです。理事者は、善意に善

良な管理者としてやっていかなければならない。つま

り悪意があろうがなかろうが、森のトレー生産協同組

合が事業が正常にしっかりと事業が遂行できるように

管理していかなければならない義務というふうになっ

ていると思われますので、悪意の有無にはかかわらな

いというふうに思います。 
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 まず、ここの部分についてお願いします。 

○副議長（下舘祥二君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  悪意の部分ですけれ

ども、これにつきましては、市の顧問弁護士に役員の

そのことについて責任を問えるかというふうな、いろ

いろさまざまご相談を申し上げた中で、顧問弁護士か

らそういう回答をいただいてということでございます。 

 それから、もう一つ、悪意の関係でございますけれ

ども、それらも含めまして、会計検査院から法に触れ

る部分があるということでの補助金返還を求められた

ということでございますので、いずれ補助金の適正化

法に反してるという指摘が強かったということで認識

をしているところでございます。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  債権回収に向けた法的処理に

ついて、今年度中には何とか方向性を見出したいとい

うことのようですが、法的処理の場合、一つは、森の

トレー生産協同組合、これを相手にする分と、もう一

つは、組合理事長ほか役員を相手に訴訟を起こすと、

この二つが考えられると思うんですが、現段階でどの

ように考えているか、そこの部分についてお伺いしま

す。 

○副議長（下舘祥二君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  先ほど申し上げます

けれども、いずれ市はいわて森のトレー生産協同組合

を相手にしてるということでございますので、それが

法的な手段等考える場合には相手方になるというふう

に認識をしております。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  組合理事長ほか役員の分につ

いては考えないということでしょうか。ぜひ考えてい

ただきたいと思うんですが。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  考えないということではな

く、あらゆることをどのようにできるのか。全部ひっ

くるめて県と弁護士と今相談をしている途中でござい

ますので、ご理解願いたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  そこはぜひお願いをしたいと

思います。 

 あと組合を相手に訴訟を起こした場合、組合に返還

する、返済する能力がないとなったとき、仮に裁判で

勝ってもないものはないんだということになったとき

はどのようになるでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  大限の努力をしな

ければならないというふうに思っておりましたので、

まず今、県あるいは顧問弁護士と相談をしているとこ

ろでございますので、いずれ市としても 大限努力を

してまいりたいというふうに思っております。よろし

くお願いします。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  時間が少なくなってきて、別

のほうを聞くのも聞けなくなりますが、久慈市の補助

金返還請求が、県から久慈市の補助金の返還金額、こ

れについても、前の議会でも明らかになったわけです

が、久慈市が返還した金額を除いた金額で請求をされ

ているということの話がされたわけですけれども、こ

のことについて、県の説明はどのようになっているん

でしょうか。その説明の仕方ですね。 

○副議長（下舘祥二君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  県の説明ということ

でございますけれども、久慈市が債権回収に 大限努

力をしたときには、新たな負担を求めないというふう

なことでの考えは、県議会等でも県の当局から表明が

なされているところでございます。そのように認識を

しているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  この問題につきましては、長

時間を経過しております。これまでは毎月１回の請求

とか、あと会計書類等を提出するように求めてると、

こういう状況で来ておりますので、もう早急に法的手

段に訴えて、その場で責任の有無と債権回収について

きっちりと判断をいただくべき時期に来ているという

ふうに考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  それでは、時間がかなり少な

くなってきましたので、できるだけ簡単にいきたいと

思いますが、一つは、防災無線にかかわってですが、

現在、外の部分で防災無線なわけですが、そのほかに

携帯電話とかパソコン等で情報を得ることができるわ

けです。ただ、このことが市民に十分周知されていな
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いのではないかというふうにも思うわけです。この間、

配付された防災ハザードマップなんかにも掲載はされ

ているわけですけれども、周知方法を検討して、市民

が安心して情報を提供できるように、ぜひするべきと

考えますが、周知方法についてどのように考えている

か、お伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  防災無線のいろんな情報

について、いろんな方法をもって受信できるという、

そういった部分を市民に周知が足りないんじゃないか

というご質問でございます。 

 これにつきましては、有効な方法を検討しまして、

周知をしてまいりたいというふうに考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  あとそれから、全戸に戸別受

信機の設置ということではなくて、有料でもいいから

設置したいという声も聞くわけです。その場合に対応

は、市で現在も戸別受信機が何台か何十台か、100台

以上ありますね。あるわけですが、その場合に、対応

といいますか、あっせんといいますか、それについて

の考えはいかがでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  戸別受信機でございます

が、受信機のみですと、大体６万円ということで、ア

ンテナがつきますと12万円、もっといいアンテナがつ

きますと15万円というふうな価格になります。聞こえ

ない地域、防災無線が聞こえない地域で、その電波が

受信できるかどうかという問題もございます。自分で

お金を出して設備したいという方がいらっしゃれば、

今は補助制度もございませんけれども、業者さんをご

紹介するというような形では対応できると思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  市街地活性化事業の部分につ

いてですが、駅前ビル、ここについては耐震上も課題

があるというふうにも聞くわけですが、所有者の意向

というのを把握しているか。先ほど撤去についての考

え方とか、費用負担についてのことの答弁がなかった

ようにも思いますが、このことについてお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  駅ビルの解体にかか

わって、その所有者の方の考え方と、それから費用負

担についてということでございますが、これにつきま

しては、市長の答弁のほうでもお答えしましたとおり、

そこを含めて開発計画といいますか、そういったもの

を検討していきたいということでございます。これま

で所有者の方には、何回かお会いしてお話等はしてお

りましたけれども、そこの事業計画そのものが確定と

いいますか、そういった部分までいっておりませんで、

明確な契約とか、そういった部分についてはしておら

ないところでございます。 

 それから、費用負担ということにつきましても、具

体な金額とか負担とか、そういった部分については、

しっかりとしたそういったお約束とか、そういったも

のは今までなっていないという状況でございますので、

今後、いろいろなパターンといいますか、事業計画を

丁寧に検討してまいりたいと考えておりますので、そ

の中で、いろいろ検討させていただきます。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  市道久慈夏井線についてです

が、これまで何十年となく県に要望してきて現在に至

っているということなわけで、有利な財源、これまで

の方法以外にも考えて探していきたいということです

が、整備方法等含みながら、いずれにしても早期に事

業に着手するんだと、したいんだということを全面に

出して、地元の声を聞きながら整備方法等の検討とい

うのについても、ぜひ考えを考えていただきたいと思

うんですが、そこの部分についてはいかがでしょうか。

これまでのある一定の幅とか、カーブだとか、あるい

は、坂、勾配とか、これは今までと同じ形でいくか、

新たな考えも含めて検討するとかというあたりについ

て考えがあればお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  炭山道路、今まで県に要望

していたのは、トンネル、これをつくって、２車線と

いうことでございます。同じように県に要望したよう

な道路を市のほうでつくるといたしましても、同じよ

うな金額、30億を超えるような金額がかかると思いま

す。 

 また、これから、その1.5車線とか、そういったも

のもトンネルを伴わないような形では、今本当の概算

では10億を超えるんじゃないかというふうなところで

出ていますけれども、これらも含めて全部久慈市全体

の道路網、これらの考え方の中で財政状況等を勘案し



－114－ 

ながら検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○副議長（下舘祥二君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

    午後２時53分   散会   
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