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  平成26年９月９日（火曜日）午前10時開議 

 

本日の会議に付した案件 

  認定第１号 平成25年度久慈市一般会計歳入歳出

決算 

──────────────────── 

出席委員（21名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 下川原 光 昭君 

４ 番 上 山 昭 彦君 ５ 番 泉 川 博 明君 

６ 番 木ノ下 祐 治君 ７ 番 畑 中 勇 吉君 

８ 番 砂 川 利 男君 ９ 番 山 口 健 一君 

10 番 桑 田 鉄 男君 11 番 澤 里 富 雄君 

13 番 小 栁 正 人君 14 番 堀 崎 松 男君 

15 番 小 倉 建 一君 16 番 小野寺 勝 也君 

17 番 城 内 仲 悦君 18 番 下 舘 祥 二君 

19 番 中 塚 佳 男君 21 番 髙屋敷 英 則君 

22 番 宮 澤 憲 司君 23 番 大 沢 俊 光君 

24 番 濱 欠 明 宏君  

欠席委員（１名） 

３ 番 藤 島 文 男君  

  ──────────────────── 

事務局職員出席者 

事務局長 大 森 正 則 事務局次長 嵯 峨 一 郎
議事グループ 
総 括 主 査 田 髙  慎 

議事グループ 
主 任 長 内 紳 悟

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 遠藤 譲一君 副 市 長 中居 正剛君

総 務 部 長 勝田 恒男君 総合政策部長 一田 昭彦君

総合政策部付部長 奈良  透君 市民生活部長 澤口 道夫君
健康福祉部長 
(兼)福祉事務所長 和野 一彦君 農林水産部長 米澤 喜三君

産業振興部長 澤里 充男君 山形総合支所長 中新井田欣也君

会 計 管 理 者 鹿糠沢光夫君 教 育 長 加藤 春男君

教 育 次 長 小倉 隆喜君 選挙管理委員長 大沢 寿一君

監 査 委 員 石渡 高雄君 農業委員会会長 宇部  繁君
総務部総務課長 
(併)選管事務局長 久慈 清悦君

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 泉澤 民義君

教 育 委 員 会 
総務学事課長 夏井 正悟君 監査委員事務局長 田端 正治君
建 設 部 長 兼 
水道事業所長 中森  誠君   

そのほか関係課長等 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開議   

○委員長（畑中勇吉君）  ただいまから決算特別委員

会を開きます。欠席通告が藤島委員からありました。

本委員会に付託された議案は、平成25年度各会計決算

であります。 

 この際、議案の審議日程及び審査方法についてお諮

りいたします。議案の審査日程は本日及び10日の２日

間とし、審査の方法は、認定第１号の一般会計につい

ては歳入歳出別款ごとに質疑を行い、質疑終了後に財

産に関する調書について説明を受け、質疑を行うこと

としたいと思います。次に、認定第２号及び認定第４

号から認定第８号までの各特別会計については歳入歳

出ごとに、認定第３号の国民健康保険特別会計は勘定

ごと歳入歳出別に質疑を行うこととし、認定第９号の

水道事業会計については決算書類ごと、そのうち１の

決算報告書については収入及び支出ごとに質疑を行う

ことといたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  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。 

 なお、各委員にお願いいたします。質疑の際はペー

ジ及び項目等を示し、簡潔にお願いいたします。 

 それでは、付託議案の審査に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    認定第１号 平成25年度久慈市一般会計歳入

歳出決算   

○委員長（畑中勇吉君）  認定第１号「平成25年度久

慈市一般会計歳入歳出決算」を議題といたします。 

 歳入１款市税、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。被災され

た人たちが現在の現住所を市に買い上げてもらって新

たに移転するという場合、いわゆる財産の売却処理に

なるわけですが、所得税では特別控除を2,000万まで

ありますね。市民税の場合の取り扱いはどうなってい

ますか。 

○委員長（畑中勇吉君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  被災した方が移転して新

たに住宅地、宅地を取得した場合ということでござい

ますが、固定資産税につきましてはかわりに住宅用地

を取得した場合は、被災前の面積の部分なんですけれ

ども、これにつきましては取得を３年度分は住宅地と

みなしまして住宅特例をきかせたままの税額で課税と

いうことになりますし、県税になりますけども不動産

取得税については課税されないという内容になってご
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ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  その点はわかりました。そうする

と、住民税の均等税の取り扱いも同様に適用になりま

すか、なりませんか。ならないとすれば、その対応を

考えるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  中務税務課長。 

○税務課長（中務秀雄君）  ご指摘のとおり減免とい

うような扱いになってございますので。失礼しました。

均等割はいわゆる会費的な要素でございますので、減

免という措置はございません。 

 先ほどお答えしたとおり、いわゆる均等割というの

は会費的な性格のものでございますので、被災者に限

らず低所得者でありましても、そこの部分は負担して

いただくというのは税の本筋でございますので、そこ

はご了承いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  この税収において、平成25年度にお

いていわゆる差し押さえ等による収入は幾らで、どこ

に出ているかお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  五日市収納対策課長。 

○収納対策課長（五日市清樹君）  25年度における差

し押さえということでございますけれども、差し押さ

え件数は25年度においては161件を差し押さえており

まして、その換価実績ということになりますと、差し

押さえの件数と換価実績と件数はちょっと違いますけ

れども、ずれてきますけれども、換価実績といたしま

しては341件の2,857万円ほどを換価いたしております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  数字としてはどこに出てきますか。

それをちょっとお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  五日市収納対策課長。 

○収納対策課長（五日市清樹君）  差し押さえいたし

ました換価の税収は滞納繰越額の部分に充当というこ

とでなっておりますので、ご了承願います。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そこでこれ確認なんですが、鳥取県

の児童手当等差し押さえ事件の判決が高等裁判所で出

たことについては承知しているでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  五日市収納対策課長。 

○収納対策課長（五日市清樹君）  承知しておりませ

ん。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ぜひこれは、承知してないとすれば、

既にこういうふうに出てますので、児童手当は差し押

さえの対象にならんと。鳥取県では一旦差し押さえた

んですけども返してるんです。高等裁判所までいって

るんです。2014年の４月に判決が出ております。その

後において滞納整理マニュアルというのを2014年４月

１日に改定しております。ぜひこれは、取り組みにつ

いては各県違うというふうに言ってますけども、基本

的にはやっぱり高等裁判所で出た判決に基づいて鳥取

県が出したこの内容というのは極めて妥当なことだと

思うんです、承知してないとすればいずれ調べていた

だきたいし、久慈市の滞納等の処理において児童手当

等は対象になってないということについてはどうなの

か、確認したいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  五日市収納対策課長。 

○収納対策課長（五日市清樹君）  失礼いたしました。

先ほどちょっと聞き違えしまして、鳥取県の児童手当

の事件ということでございますけども、それは承知し

ておりました。それで、県とかのほうから通知等ござ

いまして、通帳に振り込まれる児童手当が明らかに児

童手当であるというふうにわかるような場合には慎重

に対応していく、また児童手当は差し押さえ禁止財産

ということで慎重に取り扱うというような通知が来て

おります。また、久慈市ではそういうふうに児童手当

についての差し押さえという事例はございません。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。２款

地方譲与税、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。３款

利子割交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。４款

配当割交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。５款

株式等譲渡所得割交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。６款
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地方消費税交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。７款

自動車取得税交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。８款

地方特例交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。９款

地方交付税、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。10款

交通安全対策特別交付金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。11款

分担金及び負担金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。12款

使用料及び手数料、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。13款

国庫支出金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。14款

県支出金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。15款

財産収入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。16款

寄附金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。17款

繰入金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。18款

繰越金、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。19款

諸収入、質疑を許します。城内委員。 

○城内仲悦委員  59ページですが、一番上に東京電力

株式会社原子力発電事故賠償金４万3,050円計上され

ておりますが、このことについて、これ毎年度といい

ますかやってきてこれが今回で終わりなのか、まだ請

求して残があるのか、今後どうなっているのかその内

容をお聞かせください。これで終わりなのかまだある

のか。 

○委員長（畑中勇吉君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  ただいまの質問ですが、

今手元に細かい資料がございませんが、この分は下水

道分の調査費の分で損害賠償金を入れております。あ

と、以前に議会のほうでもＡＤＲというか、仲介にな

るところに損倍賠償ということで、岩手県とともに損

害賠償を請求することで議決をいただいておりますの

で、その分についてはまだ整理というか入ってはきて

おらないので、県とともに引き続き請求を続けていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  先日ですか、自殺した方の関連死が

裁判所で認定になりまして、東京電力もそれを認めて

謝罪に行ってるところですけど、今残っている分、県

とともに請求する分については見通しはどうなってい

ますか。それから、ここもシイタケとかなかなか出て

こない、そういった点の農産物の今後の風評被害がま

だまだあるわけですけども、そういった点での損害に

ついては、さらに計算をして追加請求していくことに

なるのか、その点もお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  ここの部分で出ていると

いうか決算額が上がっている分については市のほうで

直接、水質調査とか行った部分についての部分でござ

います。そして今後の見込みでございますが、実質の

調査した分については認められる予定というか交渉で

認められる感じですけれども、ただ、人件費について、

勤務時間中等に調査等を行っているんですが、その分

についてはなかなかに認めていただけないということ

で、それについて超勤で対応した分は認めるというこ

となんですが、市のほうでも超勤等にかかわらず調査

した分については原子力発電所の関係の事故によるも

のですのでということで、県とともに粘り強く交渉は

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 
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○梶谷武由委員  今の部分にかかわってですが、主要

な施策の成果に関する説明書の57ページのところでも、

放射性物質の測定に273万5,000円かかったと。それか

ら請求を32万9,000円行って４万3,050円、これは平成

25年度に請求した分と入った分というのでここが請求

したのがその年度に入るかどうかというのが一致しな

い部分はあろうかと思うんですが、ここの分について

の説明をまずお願いをしたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  放射性物質の測定に

関しては生活環境課のほうで対応しておりますので私

のほうから答弁申し上げますが、こういった経費につ

きましては、先ほど総務課長が答弁したとおり、東京

電力のほうにそういったいわゆる職員の人件費だとか

あるいは計器の購入経費だとかそういったものについ

ては請求はしておりますが、まだ損害賠償というふう

なことで東京電力のほうに請求はしておりますけれど

も、現在請求中でございまして、まだ認められておら

ないというところでございますので、ご理解いただき

たいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  同じ59ページの林業構造改善事業補

助金返還金のことについてですが、県は久慈市が補助

金回収に最大限の努力をすれば、これ以上の負担を市

には求めないというふうに言っているわけですけれど

も、県の言う最大限の努力というのはどんなことを指

しているのか、その時点その時点で努力の仕方という

のはいろいろ出てくるかなと思うんですが、そこの分

について。 

 それから、市民や県民が納得できる形で最終的には

司法の判断を仰ぐことになるかなとは思うんです。そ

の司法の判断を仰ぐ前にやれることといいますか、で

きることは何なのか、当然県とか弁護士等との相談を

しながら進めるというふうになろうかと思うんですが、

司法の判断を仰ぐ前にできることは何なのか、そこの

分についてお願いをします。 

 それから、25年度中に補助金返還に向けた取り組み、

これは私が認識するところでは不十分だったのではな

いかと思うわけです。このことについて県はどのよう

な認識を、県は久慈がちゃんと頑張ってやっていると、

それこそ最大限の努力をしているというふうな認識を

持っているのかどうか。 

 それからもう１点、最後の部分ですが、補助金返還

命令が出てから10年以上経過してるわけですけれども、

なかなか進まないことについての県の認識というのは

どのようになっているのか、お願いをしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ただいま４点ほど質

問をいただきました。 

 まず、市がこれまで行ってきた回収についてでござ

いますが、これは議会でも何回も申し上げてきました

けれども、毎月、直接相手先に出向いて請求の督促を

行っております。また原則、月１回、県と協議を行っ

てきているという分でございます。また、必要に応じ

て副市長と相手先との直接交渉も行ってきたところで

ございます。 

 次、２点目でございますが、司法手続に入る前にや

れることがあるのではないかということでございます

が、今現在、森のトレー生産協同組合は操業を行って

ございません。そして、その主たる資産等も競売によ

って既に他の企業に渡ってしまっているという状況に

ございます。それで端的に言えば、非常に回収という

のは困難な状況に至っているだろうというふうには率

直にそういうふうに思ってございます。ただ、相手先

に決算書とかそういった資産等の確認できるもの、あ

るいは民間のリサーチ会社に委託をしまして資産等の

状況の把握に努めてるわけでございますが、ただそれ

ではやはり十分ではないだろうと。やはりこの段階に

至っては、さきの一般質問でもご答弁申し上げました

が法的手段、それに訴えるしか方法はないのではない

かと。これは今現在できる最大限の対応ではないのか

なというふうに捉えているところでございます。 

 そして県の認識でございますが、最初に申し上げま

したとおり、毎月１回県と協議を進めながら、これは

なぜかといいますと、何回もこれもご答弁申し上げて

おりますが、県が、市が最大限の回収の努力をした場

合については、それ以降の負担は求めないという認識

に立ってございます。ですので、県と相談をしながら

全て協議をしながら進めてきているところでございま

すので、こういった考え方というのは当然県も認識し

ているところでございます。 

 県の認識でございますが、これも当然、県と協議を
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進めながら行っているところでございますので、県は

認識しているということでございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいま課長からご答弁申

し上げましたが、今現在、県と市の最大限の努力、そ

れが司法への訴えということで、県から最大限の努力

であると認めていただけるように、今一生懸命交渉を

進めているところでございまして、何とか市民への負

担が出ないように、そこのところで県に対していろい

ろとご相談を申し上げながら、県と一緒になってこの

解決に向けて今努力しているところでございますので、

ご理解願いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  そうすれば県が、いわゆる司法の判

断を仰ぐというのは、これは県もこれが最大限の努力

だという認識をしているという理解でよろしいのかど

うか。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  そこのところも含めて相談

を申し上げているところでございまして、まだ県とし

ての最終的な判断というところまでは至っていないも

のでございまして、今そこに向けて一生懸命相談を申

し上げ、協議をしているというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今の問題で私も１点お聞かせくだ

さい。森のトレー問題で債権回収に当たって法的な措

置も視野に入れて対応するんだということですが、そ

の際に、責任の所在、問題点の解明等もすべく解明の

範疇に入っているのかどうか、その点いかがでしょう。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ただいま小野寺委員

さんから指摘のあった事項、それは検討していきたい

と思っております。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今のトレーの返還問題ですが、毎月

１回ずつということは、過去何回ぐらい県と協議して

きたのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  何回というのは捉え

ておりませんが、これまでも答弁してきたとおり、毎

月１回を原則としております。ただし、こちらが議会

とかそういう分で日程調整ができなかったときもござ

います。ただし、県と市が合意してるのは、毎月１回

こういった協議の場を設けていきましょうねというこ

とで、基本的にその線に沿って行ってきたところでご

ざいますので、ご了承をいただきたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  毎月、飛びながらでもやってきたと

いうことですが、私はずるずるもう何年も来てるとい

うふうにしか思えないわけですが、久慈市の協議に出

る人は誰でどなたが出てきて、県ではどなたが出てる

かお伺いしたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  そのときによって違

うのですが市はほぼ、100％に近いのですが農林水産

部長そして私そして担当の総括、相手方は年に何回か

担当の技監、農林水産部の部長級でございますが、年

に何回か。そして必ず出るのは林業振興課の総括課長

そして担当課長、そして担当の主任主査、そしてこの

森のトレー問題で特命参事が置かれてますので特命参

事も必ず出席している状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  県との協議をしながら県の指導もあ

るわけですが、ひとつ久慈市も指導を受けてるだけじ

ゃなくて、こっちの言い分もどんどん話をして決着を

してほしいと。いうのは、抵当権に補助金の施設を入

れてなければかなりの回収があったというふうに見る

わけですが、その辺もありますので、当初から県の指

導がまずかったということで７対１でしたか、という

こともありますのでひとつその辺は、指導だけ受けて

ないでこっちの考えも十分に話をして、私の言ったず

るずる来た期間を早目に解決してほしいなと、このよ

うに思っておりますが、その考えでいいかどうかお伺

いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  ただいまのご指摘は

十分踏まえて対応していきたいと思っておりますが、

ただし、生産協同組合との関係は基本的に市と組合と

いう関係にございますので、当然、その協議の場で中

心となるのは、市の考え方をまず示して、そして協議

をしているという状況でございますので、ご理解をい
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ただきたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ちょっと今の点で一つだけお聞かせ

願いたいんですが、生産協同組合がトリニティを訴え

る裁判を起こしましたよね。内容はもう完全に組合側

が完敗した内容だったと思いますが、この判決内容に

ついてどのように分析をして解決に生かそうとしてる

のか。結局、裁判に勝って裁判で勝ったので返そうと

いうこともたしか聞かれたような気もしたし、しかし

裁判は完全に負けてしまったと。負けた内容について

もう一度やっぱりしっかり分析をして、初めから勝て

ない裁判をやったんじゃないかということも私、行っ

てみて聞いて、あと何回か見させていただきましたが、

分厚い、何年分の経過があるもんですから、全部読み

切れるわけじゃないんですけど、しかし担当すればし

っかりと分析をして、なぜこの問題がこういったこと

なったのかということについてやっぱり、裁判の結果

が出た時点においてきちっとやっぱり市としてもきち

んと把握していく必要があるんですが、その点ではし

っかりと分析をして問題点を明らかにしていますか、

裁判の結果については。どうでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  裁判の結果というの

は、当然何回か読んでいるところでございますし、そ

れについては把握をしているところでございます。い

ずれ、そうは言いましても、今現状において裁判で負

けて控訴を断念という結果に至っておりますので、今

組合に対して直接交渉を行っているわけでございます

が、それもなかなか前に進むような状況に至ってござ

いませんので、何回も言うようでございますがもうこ

の段階においては、時効も間もなくやってきますので、

その前にやはりこの辺で法的な措置ということに向か

って検討をしていきたいと思っておるところでござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  一つは、今時効の話も出たんですが、

時効中断の措置はとってるのか確認します。もう一つ

は、県もこの裁判費用も出してるわけです。裁判に勝

つつもりやったかもしれんけど、しかしあの結論は極

めて、裁判にならん裁判だというような判決の内容で

すね。そういった本当に政策面、協同組合のとった対

応というのは非常に問題があったというふうには思う

んですが、特に大館の会社のやつからトリニティに移

って補助金がぐっと大きくなった経過があるんです。

大館の会社でやれば数億で出て来たのがこれが大きく

なって、しかも木を扱ったことのないトリニティの会

社に機械を発注をして、その機械が不具合だったとい

うことを言ってるんですけども、本当にそういった意

味では大館の会社のやつは今でも四国で動いてるんで

す。ちゃんと木の皿をつくって商売してるんです、そ

っちでは。そういった意味では補助金を大きくしたと

いうその経過も裁判の中で出てきてますから、本当に

問題が中にいっぱいあるわけで、しっかりと分析して

もらって、県にもやっぱり責任はあるんで県もしっか

り分析をして、県のあり様についても久慈市に対して

これ以上の負担をかけないような状況をつくっていく

よりも、その点は裁判の中身をしっかり精査して対応

していくべきだと思うんですが、いかがですか。この

期に及んでと言いますけど、本当にあの裁判の経過を

見ると腹が立つことがいっぱい書いてあります。理不

尽なことがいっぱいあります。そういった点では、そ

ういったことが重なって今の現状まで来ているわけで

すから、そういった点で、何年にもわたって公判があ

る中で泣く人が出てきますよ。久慈の設計事務所が出

てきますし、そういった意味ではそこがずっとかかわ

ってきたことも明らかになってますから、そういった

意味で本当にいろんな方がかかわって森のトレーのや

つが出てきてる中で、裁判の公判記録をしっかりやっ

ぱり分析をして、市も県もやっぱり要請をしてきちん

と分析した上で対応すべきだと思うんですが、この判

決、裁判を脇に置かないで、真にまともにやっぱり真

正面から捉えて対応していくことが私は今後の教訓に

もつながるし、そこのところをしないとまた同じ轍を

踏むということになりますので、そういう点でしっか

り分析の上、対応していただきたいんですが、お聞か

せください。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、時効の中断の

措置をとっているかということでございますが、時効

の中断が行われたのは平成23年の２月１日、これは森

のトレー生産協同組合から債務の承認という形で時効

の中断と。そこからまた時効のカウントが始まってい

るわけでございますが、それ以降、時効の中断事由と

いたしましては、ただいま言ったような債務の承認、
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あるいは幾らでもいいんですけれどもお金をこれに向

けて支払ってもらう、あともう一つは法的措置、それ

の手続が受理されたときから時効が中断するというふ

うに解釈しているところでございます。 

 そして先ほども言いましたけれども、決算書とかそ

ういったもので資産の把握に努めているわけでござい

ますが、生産協同組合から提出がない。もちろん債務

の承認という分についてもいただけない状況にござい

ますので、この段階においては法的な措置、これをせ

ざるを得ない。そしてこれについては県でも一応、協

議の段階ではその方向と。ただしこれは誤解のないよ

うにしていただきたいんですが、県はまだ最終的な判

断に至っているものではございません。そして県もそ

ういった判断によってこれが最大限の努力と認められ

た暁には、それ以降の市に対する負担は求めないと言

っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

当然のことながら、今回の事案というのは当然、県、

市においても反省しなければならないことが多々ある

だろうというふうに思っているところでございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  確認したいと思います。今の件です

が。中断をするにはもう法的措置しかないという基本

的なそういう方向になるというふうなことで、時効が

とまるのはいつかというのが一つ。そして県では、久

慈市が時効の手続をするということになると思うので、

時効がもし逆に成立するということになると、県とし

ては市の事務に問題があったというふうな意識を持つ

のではないかと。要するに市の責任に来る気がするん

です。そういった意味では市としては、今の答弁のと

おり、もう法的措置をきちっとして、そして10年にわ

たるこの負の遺産を早く解決をして、そして県から理

解をしていただいてこの請求がもう来ないという状況

にすることだろうと思うので、その時効の時期がいつ

か。そしてもう法的措置しかないとすれば、市は速や

かに法的措置をその前にするということについて、い

つごろを考えているかというのを。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、時効の点でご

ざいますが、時効は私法上の時効と公法上の時効があ

り、それでこれはいろいろ議論があるというふうには

承知しているところでございますが、当市においては

顧問弁護士等の指導を受けまして、公法上の債権であ

るというふうに捉えて、これは補助金交付契約に基づ

いて行っているものであるということで、公法上の債

権ということで５年ということに立っているものでご

ざいます。先ほども言いましたが、23年の２月１日時

効が一旦中断しております。そこからまたカウントが

始まっておりまして、このまま行きますと、何も手だ

てをしなければ平成28年１月31日に時効が満了すると

いうことになるものでございます。 

 また、県が市の対応に問題があると判断するのでは

ないかというご指摘でございましたが、これについて

は、そのようなことのないように毎回協議を重ねてい

るところでございますし、いずれ最悪なのは、市とト

レーとの関係がもうなくなって、ただし県はそれを最

大限の努力と認めないで、県と市の関係は依然として

残ると。これは絶対避けなければならないということ

で、その点については十分協議を重ねて、県もこれが

市のとり得るべき最大限の努力だと、それが法的措置

だよと、これでいきましょうという段階になって初め

てそういった対応となるものだと思っておりますが、

その時期については一般質問の答弁でも申し上げてお

りますが、もう詰めの段階に来ておりますので、そう

遅くない時期にそういった対応をしていくことになる

だろうというふうに考えているところでございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  課長の答弁のとおりだと思う。そこ

で、私はいずれ市のこれまでの努力そして今後の方針

として、市としてのできる限りの最善の努力はもう法

的措置しかないと私は思うので、いずれそれに向けて

努力をしていただきたい。以上であります。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  時効と裁判の関係が出ましたが、私

もう一つ心配なのが、協同組合として破産宣告をする

可能性はないのかなという今心配しておりますが、そ

の辺の、トレーとは何もコンタクトがないような話も

ありましたので、その辺が心配ですが、その辺は心配

ないかどうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  組合がみずから破産

を行う動きというのは、これについては、これを行う

にも結構なお金が必要となってまいります。多分そう

いう対応はしないだろうというふうに捉えているとこ

ろでございます。 
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○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。20款

市債、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点、将来負担比率の問題で23年

度では153.6％、24年度では157.4％のようですが、平

成25年度での将来負担比率は幾らになってますか。そ

れからこれの、いわゆる久慈市の場合は県内の市の中

でも高い状況にあるというふうに認識していますが、

それの改善策、軽減策ですね、どのように考えておら

れるのかお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  浅水財政課長。 

○財政課長（浅水泰彦君）  ただいまのご質問、将来

負担比率についてでございますが、平成25年度決算に

おける将来負担比率は135.0となっております。昨年

度に比べますと相当のポイント数下がっているという

状況にございますが、この要因といたしますと、償還

に向ける基金等の額がふえていると、昨年度の決算の

中で市債管理基金への８億数千万の積み増し等がござ

いました関係で、分母のほうが大きくなったというふ

うなことで、比率そのものは下がっております。 

 それから県内の状況、各市等の比較の中での状況と

いうことですが、今14市あるわけなんですが、ワース

ト２という状況については変わっておらないと。比率

そのものは下がってきておりますが、依然として県内

の各市と比較いたしますとそういった状況にあるとい

うふうなことでございまして、これの将来的な軽減と

いいますか改善策ということになりますと、やはりプ

ライマリーバランスというものが大きいんだろうなと

いうふうに考えておりますし、そのためにじゃあどう

いった、何といいますか新たな起債の発行を抑え、あ

るいは既に発行したものについては当然に粛々と償還

していくことになります。やはり将来的な新たな起債

の発行について慎重に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。特にも交付税措置、後年度

の交付税措置等がある起債については、これはある程

度有利な財源として活用したいというふうに思ってお

りますが、いわゆる単なる借金になるようなものにつ

いては極力発行を抑制する、あるいは発行をしないと

いうふうな運営が必要だろうというふうに考えておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で歳入の質疑を終わります。 

 次に、歳出、１款議会費、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。２款

総務費、質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  72ページ、財産管理費になりますが、

市の施設で災害時の避難場所に指定されている建物が

多数あるわけですが、災害が休日や夜間、職員がいな

いときに発生した場合、鍵を持っている人が近くにい

なかった場合などの対応というのはどのようになって

いるか、お伺いをしたいと思います。 

 あと、ことしの７月に議会の総務常任委員会が静岡

県の焼津市に訪れたときの報告書を見ました。その中

に、避難場所の入り口に蓄光式、夜間反射といいます

か、そういうシートを設置して、入るときはそこのガ

ラスを割って鍵をあけて入っていいんだよと、そうい

うふうに決めているところもあるということで、久慈

市でも検討に値するのではないかなと思うんですが、

そこの部分についてお伺いをしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  避難所の鍵の対応という

ことですけれども、これについては各地区にお願いし

て管理をしてもらってるというような部分もございま

す。それで、その方々が不在の場合ということでござ

いますけれども、それについては二重三重に鍵を持っ

ている人を複数置くとか、そういった対応をしなけれ

ばならないんだろうというふうに思っております。 

 それから、夜間シートといいますか、今度の津波避

難タワーがそういう対応の施設になるわけですけれど

も、例えば有事の際にはそれを蹴破って入ると。ただ、

今の避難所の場合は普通の、例えば公民館ですとか普

通の建物になっておりますので、現段階では蹴破って

入るという施設までは考えていないところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  現段階ではそのような対応なわけで

すが、ぜひ検討していただいて、私も幸町の方から前、

あるいは長内中学校、今郷土資料室になってるわけで

すが、そこがなっているけども、避難していったとき

誰もいなかったときどうするんだと、壊して入るわけ

にもいかないしというような話があって、もうそうい
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うせっぱ詰まったときは壊して入ってもいいんだよと

いう一つの何というか、市が了解していただければ入

ることは可能なわけです。例えばセコムなんかが来て

不審者が入ったというふうなことがないようにという

ことで、ぜひこれは検討していただきたいなと思いま

す。 

 それから企画費のところになると思うんですが調査

や報告、さまざまな団体等文書で報告を求める場合に、

市の担当者の名前とか電話とか書いてくるんですが、

中にメールアドレスの入ってくるのが非常にまれなん

です。そして報告物なんかで様式を決めてあるものな

んかだと、担当者とやりとり、写真のデータで欲しい

というふうに文書にはありながらメールアドレスがな

いと、わざわざ例えばＵＳＢを持って役所に来なきゃ

ならないということにもつながりますので、そういう

ときなんか、担当の氏名のほかにもメールアドレスな

んかも入れるような形で全庁体制でできないものかな

というふうに思います。 

 あとそれからもう一つは公共施設の予約システムの

ことで、これの利用件数も非常に多いようですが、私

も利用していて、公民館を借用する場合なんか何月何

日にどの部屋があいているか否かを見て、じゃここに

しようかという形で決めるわけですけれども、現段階

で予約ができないような形になっているわけですが、

ぜひ予約できるようになればいいなと。そしてあと、

使用料については事前に納入をしなければならないよ

うになっておりますので、その辺についても、予約シ

ステムを使った場合に、使用する当日行って納入して

もいいような改正というものについてもぜひ検討をし

ていただきたいと思うんですが、その辺についてのお

答えをお願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  先ほどの調査等の文書と

いうことで、行政文書の担当ですので総務課から答弁

したいと思います。 

 今、委員さんがおっしゃったとおり、メールの対応

というのは今かなり使われていることですので、そう

いうふうな形で文書を出すような統一というか、して

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  まず避難施設の旧長中の問

題、これらについては市の施設の場合に緊急の場合に

はドアを破って入れるような仕組みを検討してほしい

ということでございます。先ほど総務部長からもご答

弁申し上げましたが、二重三重の鍵の管理のあり方等

も含めて、そして今議員さんからご指摘いただいた点

も含めて、どうあればいいか今後、全庁でもって研究

していきたいと思います。 

 それと、公共施設の予約システムの関係、今現在予

約ができないんだということでございまして、それら

についても内部で検討し、そして前納制、使用料ので

すね、前納制という、やはり予約システムまでやった

ときに当日支払いたいというのは当然のお話だと思い

ます。それらが今の制度の中でできるかどうか、そこ

も含めて検討させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  何点かお聞かせいただきたいと思

います。 

 まず最初に、職員の待遇改善の問題についてであり

ます。過半の一般質問でも出されたところであります

が、たしか総務省がことしの７月でしたか、臨時非常

勤の職員処遇改善の通知を出してると思うんですが、

それによるといわゆる雇いどめ、これの改善とか、あ

るいは再任用する場合も１カ月ですか空白を置く期間

とか、それから休暇や各種手当の改善等についても、

勤務の実態に即して改善を図れという通知を出してる

と思うんですが、それ、まず来てますよね、いかがで

すか。 

○委員長（畑中勇吉君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  今、小野寺委員さんがお

っしゃった通知については承知しておりますので、い

ろいろまず組合と交渉しながら、ただすぐになかなか

対応できない部分もございまして、今できるところか

らというか、今回も嘱託職員の通勤の部分等を改善し

たりして、少しずつでも改善はしたいと考えていると

ころであります。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  雇いどめの問題とかなんか実質的

に改善の既に始まってる部分もあるわけでしょ。そう

いう点ではやっぱり、１カ月の空白だけど事務的にも、

役所のほうも本人も煩わしい事務を一旦しなければな
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らないという問題があります。そうした点とか、今課

長も言われた手当の支給の拡大ですね、それらについ

ては鋭意努力を、改善をしていただきたいという点に

ついては強く要望しておきます。 

 次に、これは67ページです。たしか防災危機管理監

なるものを設置したと思うんですが、その結果、防災

計画の作成や避難訓練等々に何がどのように改善をさ

れているのかお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  先ほどの、まず臨時職員

等の待遇改善ですが、まずいろいろ難しいところもご

ざいまして退職手当の関係とかありまして、その辺等

も検討しながらまずできるだけ、先ほども申し上げま

したができるだけ改善に努めていきたいと考えており

ます。 

 あと防災危機管理監についてでございますが、今、

防災計画とか自主防の関係等でいろいろ指導等今まで

の経験等生かしながら指導しております。自主防の説

明会等にもまず勤務時間外と言えばあれですが、いろ

いろ地域等にも出て積極的に活動しているところでご

ざいます。あと、図上訓練等についてもなかなかノウ

ハウ等、職員なかったところですが、その辺等も指導

していただいているところです。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  防災問題で実のある充実ができれ

ばいいわけですけども、引き続きその点については注

視をしていきたいと思います。 

 次に71ページ、地方分権改革推進支援業務委託料73

万5,000円なってるんですが、中身じゃなくて、これ

にかかわって私ちょっと気になってることなんですよ。

地方分権の推進という点では、やっぱり国と地方も上

下じゃなくて対等、平等なんだと、横の連携でやって

るんだと、そして、みずから考えてみずからやってい

く、そういう自治体の自主性、独立性ですね、大事な

んだという思いについては全く同感であります。とこ

ろがぜひ考えてほしいのは、そういうのを言いながら

一方では、久慈市の裁量で責任でできるいろんな、条

例制定とかさまざまありますよね。ところが今もって

国の準則をそのまま掲げる、表現は悪いけども、準則

があればそれをやればという安心感はあろうかと思い

ますよ。しかし地方分権を言ってるんだから、やっぱ

り実態に即したそういう苦労をすべきではないでしょ

うか。安易に準則に頼るのはいかがなものかと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  地方分権にかかわっての

ご質問でございますが、まず、事務につきましては、

できるだけ市民の利便性というかその観点で市民に直

接対応する、市のほうで利便性を考えながら権限移譲

等は受けていっていきたいと思っております。ただ、

条例等で今参酌標準というか、それに基づいて大体条

例は制定しております。今のところなかなか、今まで

は政令等で決められて政令とか省令等で決められた基

準で定められていたのだったんですが、それを独自に

なかなか進めることは今のところ難しくて、現状では

大体参酌標準に従った形にしておりました。ただ、今

後におきまして、条例を制定していくことは今後議会

ともいろいろ議論を交わしながらいい方向にというか、

市民にとっていい方向になるような形で条例改正は進

めていくということで一歩前進だとは考えているとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  それではもう一つ、総務管理費に

かかわるのかな。25年度実施状況報告書をいただきま

した。これの最初に情報公開、行財政情報公表ですが、

目標値も出て実績等出てるわけですが、総合評価の中

で、市民に広く開かれた市政を目指すとともに、市民

による市政への積極的な参加を促すため、市政懇談会

の開催や市の保有する情報の公開を推進していますと、

そういう評価でしごく当然だと思うんですが、25年度

は実は防災公園問題に限って言えば積極的な情報公開

どころか、事実と違う説明、答弁を繰り返してきたと

いう、これは事実があります。そういう点からすると、

この評価はいささか問題ありはしないかという感想を

持つんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  重政策推進課長。 

○政策推進課長（重浩一郎君）  今、総合計画の実施

状況報告書の関連するページについてご質問いただき

ました。情報公開の関係につきましては、市の保有す

る情報について情報公開制度に基づき公開したほか、

あと広報誌の発行とか市政懇談会の開催とかというこ

とを取り組みとして行って、評価といたしましては市
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政懇談会の参加者数がふえたこと、あとは市長への手

紙の受け付け件数がふえたことなど、そういう前向き

な取り組みということもあったことを踏まえての記載

になっております。今ご質問いただきましたとおり、

説明が不十分ではないかということにつきましては、

今年度から新たに取り組みを、広聴広報活動の取り組

みを強化しているところでございまして、これはあく

まで昨年度の評価ということで、その評価を踏まえて

今年度はどんどんそういう取り組みを強化していると

いうことでございまして、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  今の昨年度の反省を踏まえて取り

組みを強化してるということでは、ぜひそうしていた

だきたいと思います。 

 最後に74ページの企画費だと思うんですが、ふるさ

と納税にかかわって１点お聞かせください。過半の一

般質問で、いわゆる１万円以上の寄附をしてくれた方

には3,000円程度と言いましたか、そして説明では、

次は何か10万円以上の場合となったんですが、もしそ

うだとすれば、くくりとすればちょっと大ざっぱでは

ないか。例えば１万円以上、３万以上とか５万と、そ

ういうもう少しきめ細かいランクがあって、久慈を大

いに知ってもらう、発信する、そういうものが大事で

はないかと思って過半聞いたんですが、いかがでしょ

うか。 

○委員長（畑中勇吉君）  重政策推進課長。 

○政策推進課長（重浩一郎君）  ふるさと納税につい

てご質問いただきました。現在のところ委員ご質問の

とおり１万円以上の場合には3,000円程度、10万円以

上の場合には3,000円程度のものを２品というような

つくりでいま考えておりました。今まさに商品のもの

について商工会議所に検討をお願いして、市全体でこ

の取り組みを進めていきたいと考えているところなん

ですけども、ご指摘いただいたようにもう少し細やか

に幅を持たせたほうがいいんじゃないかという点につ

きましては、今後検討の材料にさせていただいて、こ

の制度ここで入れたら終わりというふうには考えてお

りませんので、必要に応じてというか要望に適宜適切

に対応できるように検討を進めてまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  75ページです。これは委託料ですが、

地下熱利用夏イチゴ栽培実証調査委託料168万、たし

かこれは山形町の川井でやってるかというふうに承知

しておりますが、この成果といいますか、見通しがど

んな形で結果として出てきているのかお聞かせくださ

い。 

○委員長（畑中勇吉君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  今、地下熱利用夏イ

チゴの栽培実証事業についてご質問いただいたところ

です。これにつきましては、前年になりますけども、

総務省からの委託事業で、緑の分権改革の委託事業を

実施したところでございます。これにつきましては、

国の予算の制度上設備の導入等、ヒートポンプの導入

等が24年の７月になったということで、夏イチゴの加

温による栽培の延伸といいますか、その部分について

実証できなかったということもございまして、平成25

年度におきまして市単独事業ということで予算措置を

させていただきまして、委託業務を実施したところで

ございます。 

 ただ、この事業につきまして、栽培でお借りしてお

りました実証圃において６月にうどんこ病が蔓延した

ということで、栽培が継続できなくなったということ

で、この部分につきましては延伸効果という部分につ

いては検証できなかったところでございます。 

 なお、この事業につきましては、運転の最適化をど

うしたらよいのか、あとは久慈地域で他に地下熱を利

用できる品目はないのかというような調査もあわせて

実施しておりまして、そういった中で、菌床シイタケ

の栽培等については他市等でも事例がございまして、

初期投資の補助等があれば、かなり他に活用性がある

のではないかというような委託の結果が出たところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、イチゴでは結果とし

て見通しが立たなかったというふうに捉えていいのか、

今後も、この委託事業はこれで終わりなのかどうなの

か、市が単独でやったということがありますけども、

総務省の委託はもうこれ以上ないということなのか、

その点お聞かせいただきたいし、ただイチゴでの可能

性としては残念ながら出ないということの判断なのか、
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うどんこ病が出なければこの延伸何とかというのは結

果として出てないけど、今後はもうそれはやらないと

いうことなんですか。結果は出なかったけれどもやら

ないということですか。 

○委員長（畑中勇吉君）  嵯峨産業開発課長。 

○産業開発課長（嵯峨孝和君）  これにつきましては、

延伸効果を確認できなかったということで、数値上は

示されているということですが実証、畑での実証は確

認できなかったということでございます。 

 なお、この事業につきましては、調査事業は終了し

てるわけでございますが、昨年度これにあわせまして

イチゴのブランド化というものを含めまして地域経済

循環促進事業費補助金という総務省の事業を導入して

今事業を進めているところでございます。現在ハウス

２棟それからヒートポンプを３基、25年度事業で整備

しておりましたけれども、こちらにつきましても26年

の２月16日の大雪がございまして、こちらのほうにつ

きましては７款のほうに計上しておりますが、事故繰

越しておりまして、10月にはハウス棟が建設され、来

年度この事業についての効果というのが証明されるの

ではないかというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ぜひ成功させていただきたいと思い

ます。 

 もう１点は77ページ、企画費の三陸鉄道整備補助金

に関連させていただきたいんですが、今、報道されて

いるように山田線の一貫経営ということで、ＪＲ東日

本では今、津波で壊れたところを直さないまま放置し

ておいて、三鉄に一貫経営させたいという意向で今動

いてるわけですが、県を先頭に市もそれに入っており

ますけど報道では。何か聞くともうその方向だという

ふうに流れてるんですが、そして今、久慈市でもある

ようですけども、いわゆる地方鉄道というんですか三

鉄の利用のためのフォーラムみたいなものが開かれて

既に他市では開かれて順次久慈市にもやるということ

になってます。私はいかにして鉄道をどう使って赤字

を克服していくか、議論はそれでやる必要あると思う

んですよ、いかに使うかと。同時に、ＪＲ東日本が赤

字路線をどんどん地方に投げてきて、それを地方の負

担でやるということ自体は私はいかんと思うんですよ、

これは。ぜひ考えてほしいのは、ＪＲ東日本の新幹線

部門はもうけてますよ。本来はあれは国鉄という日本

国有鉄道という国の財産だったんです。それを民営分

割で民間にしてぼろもうけさせて、おいしいところを

みんなとっていってるわけです。民間でみんな会社を

つくらせてその人たちの給料はいいし、それから株の

配当もいいし、そういったことをしておきながら、地

方に赤字路線を押しつけて、経営努力しろというだけ

では私は受けちゃならんというふうに私は思います。

そういった意味で本当に、私は前から言ってるんです

けど、ＪＲ東日本なりそれぞれのもうけてる人たちが

その利益の一定割合をきちんを地方路線にちゃんと資

金援助するという法律をやっぱりつくらせないと私は

だめだと思うんです。で三鉄も私はずっと反対してき

たんですが、結局今は財産が全部地方自治体に来てる

んじゃないですか。昔は固定資産税が入ったんです、

今は固定資産税も入らんし、壊れれば地方自治体が負

担しなきゃならないシステムじゃないですか。こんな

ことはあり得ん、おかしいじゃないですか。そういっ

た意味で、今回やっぱり山田線来るにしても、そうい

うシステムをつくってもらわんと、地方やっていけま

せんよ、これ。フォーラム開いてやったって、確かに

限界ありますよ。それはいろんな形で地方の足として

使っていこうということで私も、駅もあるし駅を中心

にいろいろあるんでしょうけども、それはそれでやら

なきゃなんない、当然。同時に今言ったように、ＪＲ

東日本がやっても赤字なんだから当然限界があるわけ

です。それに対するやっぱり永続的な支援を求めたい

と思いますが、その辺、市長並びに副市長どう思って

ますか。その辺、本当にやり方が本当に汚いやり方で

もう、地方を守るというか地方にいる者としては絶対

納得いかないやり方というふうに思うので、その点ぜ

ひ強く言っていただきたいんですが、その辺考えをお

聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ＪＲの問題でございます。基

本的な認識は城内議員と同じでございます。ただ現実

に株式会社に移行しておりまして、やはりＪＲとその

ほかの点について、例えば踏切の改良等についても、

久慈市でも現在進めております。いろいろ交渉してお

りますけども、基本は民間会社であるという主張が向

こうからなされてきております。山田線の問題につき

ましても、震災がありましてから３年半、現実にはＪ
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Ｒはその修繕については手をつけていない状況がござ

います。大きな問題だと思ってます。公共交通をいか

に維持するか、それが採算の合わない部分については

地方に移管すると。地方で何とか経営をせよというふ

うなことでは、地方の負担がふえるだけ。現実には地

方は利用者がどんどん減っている状況です。ここの地

域においても高校生が減って定期の収入が減る一方と。

その中では観光、いわゆる交流人口でいかに収入を上

げるかということで今三陸鉄道必死になっております

が、この状況はこれからさらに厳しくなる可能性が強

いというふうには認識しております。 

 そういう意味では、国に対してはそういうふうな観

点から県と一緒に話はしておりますが、現実問題とし

て地方の足をいかに守るかという観点から今、県と関

係市町村がいろいろ協議を重ねているという状況でご

ざいます。 

 何ともならないから地方が負担をすればいいという

ふうな認識ではございませんが、そういった要求はＪ

Ｒ、国に対してしっかりやりつつも、現実的な対応も

考えていかなければいけないと、そういうふうな厳し

い状況であることはご認識いただきたいというふうに

思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  75ページ、工事請負費のところです

が、私も小中学校の廃校の活用をすべきだという考え

を持っておりまして、この戸呂町小学校改修工事１億

1,000万以上かけて改修しておるわけですが、現在の

活用状況そしてその成果についてお伺いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英俊君）  旧久慈市立戸

呂町小学校主体改修工事でございますけれども、この

工事は国の集落活性化推進事業を導入いたしまして、

人口減少や高齢化の進行するいわゆる条件不利地域に

おきまして、定住人口の流出抑制を図るため、既存の

公共施設を再編し、地方における集落の再生を図るこ

とを目的として整備したところでございます。 

 整備内容は、戸呂町保育園、集落センターを、平成

24年３月に閉校になりました戸呂町小学校に移転し、

新たな体験学習の場として憩いの広場も設置し、公益

機能の集約による利便性の向上を図り、また災害時の

避難場所として整備を行ったところでございます。 

 これまでの整備後の利活用状況でございますけれど

も、当然保育園も整備しておりますので、皆さんにお

使いいただいていることと考えますし、また完成後に

地元でもって完成祝賀会的なものも催されたというこ

とを伺っておりますので、地元からも喜んでもらって

いることと思います。 

 利活用状況についてはそんなところでございます。

以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  人口減対策等にも対応するというこ

とですが、その辺で何かいい事業等をやっているので

あればということでもお聞きしたいと思ってましたの

で。 

○委員長（畑中勇吉君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英俊君）  利用状況につ

きましては確認の上、ご答弁させていただきたいと思

います。 

○委員長（畑中勇吉君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  この戸呂町のセン

ターもそうですし、これからいろいろな部分でも廃校

等とか出てくると思います。今お話のありました人口

面ともいろいろかかわってくると思いますので、でき

るだけ地元の方々に納得できる、喜ばれるような利用

できるような、そういうような施設をお互いに相談し

ながら進めていければいいのかなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  私からも三陸鉄道について若干お聞

かせ願いたいと思うわけですけれども、まずこれまで

久慈市が三陸鉄道に負担した額というのをどのように

把握してるかというのが第１点であります。 

 それで、先ほど城内委員からもいろんな意見が出た

わけですけども、私は今回の釜石、宮古を三鉄に移管

することについては賛成してます。というのは、私は

北と南じゃなくてもう三陸鉄道が一本になる、その中

において高度な活用ができる。例えば、昔では準急と

かそういうのが八戸線にはあったんですけれども、そ

ういった急行とかそういうのも走らせる、大船渡との

距離をぐっと短くするということも一貫すると出るん

です。私はそういった意味で、私は宮古釜石間が、山

田線というのはこれまでの国鉄としての政策としては

当然のことだったんですけれども、今回の災害を受け

て、私は逆に宮古釜石間が三鉄に移管するほうが将来、
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地域鉄道が発展する可能性を秘めていると思います。

そういった意味で、私とすれば、ぜひそういった方向

もいずれ市長には検討していただきながらいかに、も

ちろん負担が多くなれば大変ですけれども、いかに利

用者がふえる方向で一貫、三陸鉄道ということで北、

南を取っ払って三陸鉄道ということになったら、大き

なインパクトを私は国に発信できるなと思っておりま

す。 

 そこで、私は一般質問でも話ししたのは、そういっ

た意味でＪＲが三陸鉄道に逆に頼むよと、面倒見てく

れということになるわけだから、そうすると、今度は

三陸鉄道のほうで逆にこれまでのいろんな課題がある

わけです。ＪＲとの課題、先ほども踏切等の問題等も

話しましたが、私は久慈においては久慈駅の表玄関こ

れの駅舎の、三陸鉄道の駅舎を南に持ってくる、そし

て今は久慈駅、ＪＲが南側で三鉄が北側になってるの

が非常に東西交流、アクセス一緒に道路の問題含めて、

非常に変な状況になってると私は認識してます。そこ

で私はこの際、三陸鉄道とそれからＪＲとのこの移管

問題含めながら、将来の三陸鉄道に対するＪＲの積極

的な思いを、地域振興に寄せる思いを引っ張り出して、

そして駅舎を南に移す、そして南に移して川崎との東

西交流ができる平面、道路でもいいだろう、そういっ

たことも含めて私は千載一遇のチャンスが来たなと思

ってますので、ぜひ市長、こういった考えも頭の片隅

に入れながら三陸鉄道一貫経営、しかも久慈駅の表玄

関の位置の配置等含めて、十二分な心の交通をＪＲと

していただきたい、このことの所見を伺いたいと思い

ます。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  今、濱欠委員からお話ありま

した三陸鉄道の一貫経営、非常にメリットもあるとは

思っておりますけども、例えば「あまちゃん」につき

ましても２年目、市民が心配したような観光客の減少

はなかったということなんですけども、こういうふう

な状況がこれからも続くのかということについては、

やっぱり楽観はできないと思っております。地元とし

ても交流人口をふやすためにはかなりの努力をしてい

かなければいけないということから、一貫経営につい

てもメリットもあると思うんですけどもやはり将来的

な負担、これをいかに軽減するか、ＪＲからいかにど

れだけのものを提示していただけるか、この交渉は今

県が中心になってやっておりますが、私が聞いてると

ころでも楽観はできないと、やはり相手はかなりの姿

勢で臨んできてるというふうなことはあります。 

 今の東西交通、久慈駅の駅舎の配置につきましても、

議論の中で県に対しても話をしております。三鉄に対

しても支社長に対して久慈駅の問題もあるという申し

出をしております。ＪＲに対しましては、これまでこ

ういった話をしてきていない、十数年前には１回話題

に乗せて無理だという話でもう諦めたという、実はこ

の間の努力がされていないというのが大きな問題だと

は思っておりますけども、これからの将来の問題であ

りますので、これについてもＪＲと今日程調整をして

おりますので協議を進めていくと、このためには県を

そして他の沿線の市町村を理解をしていただいて巻き

込んでいかなければいけないと思っておりますので、

頑張ってまいります。 

○委員長（畑中勇吉君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英俊君）  三陸鉄道の災

害復旧に伴います久慈市のこれまでの負担額でござい

ますけれども、23年度から25年度までの間で久慈市の

負担といたしまして９億2,500万強を負担しておると

ころでございまして、市の負担分につきましては震災

復興特別交付税で措置されるというふうになっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  保留中の答弁を求めます。

嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  先ほどご質問のあり

ました旧戸呂町小学校の活用状況でございますが、現

在は戸呂町地区集落センターとして活用しておりまし

て、戸呂町自治会が指定管理者となっております。集

落のコミュニティ活動等に活用されておりまして、４

月からの活用ですからまだ年間の活用状況は出てない

んですが、例年でありますと1,500人ぐらいの活用と

なると認識しております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  ９億円、23年度から復興にかかわっ

て支出されたが、中身は交付税だと、復興交付税だっ

たということで100％国費という考え方なわけですけ

れども、私はそういった意味でも、国も十二分に地域

第三セクターのこういった鉄道についても配慮してる
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というふうに思うわけであります。 

 先般、新聞記事に出ましたが、26年度ですが黒字と

いう数字になりそうだというのが出ました。いずれ、

市長が先ほど答弁したＪＲとの関係、これはまさに地

方交通線としてＪＲバスが久慈市に張りついていたわ

けですけれども、諸般の事情で今ののるねっとに切り

かえるというときにも、実はＪＲとは総合交通じゃな

くて一方的な、逆に見切り発車を久慈市がしたという

ような環境もあったというふうなことで、これについ

ても議会では砂川さんやら私もですけれども、いろい

ろ議論した経過があります。いずれにしてもそれはそ

れとして、それはバスですけれども、それはそれとし

て、いずれ市長、先ほど川崎町との東西交流のアクセ

スの関係あるいは駅舎の配置の関係等も県を巻き込ん

で、いずれ表玄関、これからの表玄関はどうあればい

いかというふうなことの課題をぜひＪＲを巻き込んで、

県と一体となって何とかいい方向に出ますようにひと

つ努力をしていただきたいと思っております。黒字の

見込み、新聞報道なされた経営状況について最後にお

聞かせ願いたい。 

○委員長（畑中勇吉君）  長根まちづくり振興課長。 

○まちづくり振興課長（長根英俊君）  三陸鉄道の経

営状況についてでございますが、平成26年度の４月か

ら７月の営業実績についてでございますが、26年度４

月から７月までで28万人強を輸送人員としておりまし

て、震災前の22年度の同時期と比較いたしまして

88.2％と、震災前に徐々に戻りつつあるというふうに

見ております。ただ、全線開通したことやあまちゃん

効果などでいわゆる観光客の利用の方が大幅に伸びて

おりましてこういった数字になっておりますが、反面、

地元の利用であります定期券の利用者が震災前と比較

いたしまして50％前後に落ち込んでいるという状況か

ら考えますと、地元の利用の確保が今後の課題になっ

てくるだろうというふうに考えております。 

 運賃収入でございますけれども、４月から７月まで

で１億6,900万、22年度と比較いたしまして136％と、

収入のほうはふえております。三陸鉄道からの見込み

ですけれども、新聞報道では４月から６月までが黒字

だという報道がなされておりますけれども、７月の実

績を見ましても引き続き黒字を計上する見込みになっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  先ほどから三陸鉄道の議論が出され

ておりますので、私も一言お尋ねをしたいと思います。 

 ＪＲが国民の財産を民間に委託を払い下げを受けた

ときは、当時の国鉄が首都圏で上がる収益を地方の赤

字ローカル線に総合補痾をして運営して、着実に収益

の改善がなされたさなかに、政府は強引に民間に払い

下げをしたと。これは与党・野党にかかわらず国会議

員の責任なわけであります。それで、その後ろめたさ

のせいだと私は思うんですが、突如、緊急に動議が出

されて附帯決議が提出されております。この附帯決議

の中には、地方に過剰な負担を求めてはならない、こ

ういう項目が入っているんですけれども、その後、政

府の国会の議論やいろんな場面の中において、地方に

過剰な負担を求めているのを是正せよというような議

論が一向に盛り上がったような記録が私はないんです。

したがって、先ほどの９億円支払った中でも地方交付

税で処置されとる、プラスマイナスゼロなのかそれ以

上なのかわからんけども、いいんではないかという安

易な考え方になりやすいんだけども、私はそうではな

いと思う。これは重要な問題だと思いますので、附帯

決議を国に守らせるように要望をしていくべきだとい

うふうに思っておりますが、そういった面での考え方

はどのように感じられるかご所見を賜りたい。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  国会決議の附帯意見は非常に

重いものがあるというふうに思っております。国にお

きましては、その点については十分配慮すべきという

ふうに思いますので、これからも機会を見つけてその

点についても話をしてまいります。 

 ３年間で９億という数字が出まして、復興交付金で

国が全額を見るというふうな状況ですが、要するに国

の裁量、国の判断でそういうふうになったということ

でございますので、地方分権を考えても、国が決めて

いくと、次はどうなるのか、今後どうなるのか、国が

決めると、それに従って地方が動かざるを得ない対応

せざるを得ないと、これはやっぱり大きな問題だと思

っております。やるのであれば恒常的に対応していた

だかないと、その場の判断で違う選択肢が出たときに、

地方はどうするのかというふうな点は大きな問題だと

思っておりますので、十分その分認識して対応してま

いります。 
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○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  ぜひそういう視点で頑張っていただ

きたいと思います。 

 また、もう一つ重要なのは、地方分権改革法という

ものが登場したからだと私は思うんです。この地方分

権改革法なるのを学者の解説で見ると、法律に基づか

ない通達、そういうものは原則禁止だと、したがって

国と地方の政府は対等なんだと、こういう解釈なそう

でございます。したがいまして、今までのように陳情

とか要望というような形に対して、国のほうからお恵

みをいただくような形の上下のあり方というのは本質

的に変わっていくそうでございます。つまり、法律対

法律の議論でなければならないという時代に入ってい

くというのが学者の解説でございます。もしそうだと

するならば、私はやはり法律対法律に基づく要請を繰

り返し続けていかなければ、いつまでたっても地方は

じり貧の枠の中に押しとどめられているという現状に

値すると思いますので、ぜひとも法律でもって決めた

附帯決議がある以上は、やはりこれを強くぜひ要望し

ていただきたい。 

 そして震災に絡んで今、先ほど濱欠委員がおっしゃ

ったように千載一遇のチャンス、必ずＪＲという問題

は対応していくためのビジョンの組み方を提示次第に

おいては私は絶好のチャンスが来ているというふうに

思えてなりません。したがいまして、その基本は三陸

鉄道の駅であり久慈のＪＲの駅であり、駅舎を見に来

なければならないというようなすばらしい駅舎を駅前

開発の一環の中に位置づけて私は遠藤市長は取り組ん

でいただきたいというふうに思います。 

 そういったものを世界の中での例で例えて申すなら

ば、私はフランスのリヨンの駅からＴＧＶがスイスの

ほうに発着してるんですけども、あそこの駅舎は100

年にもなるかもっとなるか知りませんけれども、ボル

トが一個ずつ葉っぱとかいろんな模様に鉄を加工した

ボルトで、ヨーロッパ中歩いたけども、あれぐらいす

ばらしい建物は私はないと思う。そういったものと同

等に考えていくだけの実践する財力があるわけではな

いにしても、久慈市の駅に来なければ久慈を見ること

ができないぐらいの大規模な駅前開発の一環の位置づ

けの中でそういう取り組みをしていただくよう強く要

望しておきたいと思います。感想をひとつ聞かせてく

ださい。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  非常に夢のあるお話がござい

ました。駅前開発については先般の一般質問でもお答

えしましたとおり、もっと熟慮すべきであるというふ

うに思っておりますので、今の点につきましてもあわ

せて考えていかなければならないと思っております。

東西交通についてもセットで、これから将来久慈の20

年、30年、50年先を見越したそういう設計をしてまい

りたいと思いますので、その中で今のお話についても

検討を進めてまいりたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。３款

民生費、質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  95ページのところになりますが、高

齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助

金というのがありますが、これで住宅改修などの補助

等を行ったということで、高齢者が自宅で生活を送る

ための住宅改修なわけですけれども、高齢者が自宅で

生活を維持する、維持したいといったときに、私がよ

くしゃべられるのは、大雪のとき自宅から道路までの

除雪ができなくて、高齢のためにできないと、無理を

すれば今度は足腰が痛くなって病院に行かなきゃなら

なくなるというので非常に困っているということで、

介護保険等の該当にもならないようですし、制度か何

らかの補助あるいは支援というのが必要だと思うんで

すが、それらについての検討しているのであれば検討

状況をお願いしたいと思います。 

 それから、もう一つは除雪のあり方の分で、除雪を

してうちに入るところに雪の塊があると、高齢者の方

だともうどうしようもできなくなると、固くなってい

たのをどうしようもできなくなって非常に困るという

話も聞くわけです。その辺の対応といいますか対処の

仕方についてもこれから検討すべき課題も多いのでは

ないかなと思うんですが、考えがあればお伺いをした

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  古屋敷介護支援課長。 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  ただいまの質問に

お答えをいたします。 

 やさしい住まいづくりの推進事業につきましては、

要介護者が居宅で住めるための改造を行うわけですが、

おっしゃるとおりご指摘のとおり、除雪というものに

ついては介護保険とかこの部分の補助対象にはなって
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いないところであります。ただ、今あるのはその他の

事業として、道路から住宅までちょっと砂利であると

か、スロープが必要であるとか、そういう通路部分に

ついては審査の上、補助対象となる部分がございます

が、除雪については現在のところありません。またそ

の検討はどうかということについては、その視点に立

ったことはございませんので、ご理解願います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいま大雪時の除雪に困

ってるんだと、それから除雪があって玄関の入り口に

雪だまりができて、それによって大変な苦労をしてる

んだということでございます。確かにそのとおりだと

感じております。今現在、除雪のサービスといいます

か、それらについて社会福祉協議会等でも行ってるよ

うに聞いております。また、市としてどのようなこと

ができるのか、この前の大雪では大変に市民の皆様方

にご迷惑等をおかけしたわけでございますが、今現在

の市の除雪能力で皆々対応できるかと言われれば大変

な困難な部分もございますけれども、何とか市民の生

活を守っていけるようなそういう工夫を何とかしてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  この除雪なんか世帯数も非常に多い

わけですし、町内会隣近所でのお互いに助け合うとい

うことが大事だとも思います。そういう中でも市とし

ての福祉政策あるいは除雪の関係の土木関係とかさま

ざまな視点から、安心して暮らせるような体制づくり、

支援が必要なところにはどういう形でそれをやってい

けるかぜひ検討をしていただきながら、いい方策を見

出していただきたいものだと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。93ページ、

福祉タクシーについて、対象者の現状では月２枚、年

間で24枚のタクシー利用券を支給されていると思うん

ですが、利用状況とこれの拡大について、年間24枚、

これをせめて30とか40まで拡大してほしいという要望

も障害者等から聞くわけですが、その考えありやなし

や、お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  ただいまのご質問に

お答えをいたします。 

 福祉タクシーの利用助成事業でございますが、これ

は今、委員ご指摘のとおりタクシーの基本料金分のチ

ケットを１カ月当たり２枚、年間で最大24枚助成交付

している事業でございます。平成25年度は342人、

4,577枚交付したところでございます。この福祉タク

シーとはまた別に、障害者の総合支援法に基づきます

地域支援事業の中でも障害のある方で円滑にできるよ

うに移動事業も行っているところでございますし、そ

のような部分も踏まえまして、また県内の福祉タク

シーの助成の状況も、月２枚としているところが大勢

を占めております。そのような状況でございますので、

当面、現在の方向で運営をしてまいりたいと思ってい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  342人で4,577枚ということになり

ますと、平均的に言えば十数枚ということになって年

間24枚、全体とすればね、使い切っていないという状

況はあります。ただ、やっぱり対象者の人たちが積極

的に外に出る、というのはやっぱり、健康維持や機能

維持のためにも大事な意義のあることだと思うんです。

そういう点ではやっぱり、平均利用率が24枚以下だか

ら、24枚で十分だという捉まえ方ではなしに、もちろ

ん利用したくても出られない人も現実にいるわけです

から、そういうところに平均に合わせるのではなくて、

やっぱり積極的に外に出ると、そして健康を維持し機

能も維持するという積極面もあると思うので、今後ぜ

ひ検討をし、充実を図るべく努力をしていただきたい

と思うんですが、再度お聞かせをいただきたい。 

○委員長（畑中勇吉君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  ただいまの質問にお

答えをしたいと思います。 

 確かに委員ご指摘のとおり、障害者の方が社会に出

ていくということに対します福祉タクシーの充実は貴

重な施策の一つだというふうには考えております。た

だ一方では、当市の場合は対象者が障害の種類に関係

なく施設入所者でない住宅の方全部対象として支給し

ているところでございますし、他市のほうでは障害の

種類、例えば体幹障害等の障害がある方あるいは１級、

２級等の区別によって制限を加えているところがあり
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ますので、それよりは広く支給をしている状況がござ

いますので、このような状況で運営してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  91ページの委託料の手話奉仕員養成

講座事業委託料というのが46万2,000円決算計上なっ

ておりますが、平成25年度の主要な施策の成果説明書

の25ページに手話奉仕員養成講座、聾者等の日常生活

支援とシルバー向けや通訳等人材育成などのために年

二十何回のカリキュラムで手話奉仕員養成講座を委託

により実施したとなっております。そこで、市の職員

の中により手話奉仕員登録者がいらっしゃるのかどう

かお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  ただいまの質問につ

きましては、資料を取り寄せてお答えをしたいと思い

ます。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  資料がないということですが、私の

聞き及んだところでは、市の職員の中にはいらっしゃ

らないというふうに聞いてるわけです。ところが、盛

岡市とか多くの市では持った人を配置してると、配置

というかそういう方がいらっしゃると。そうしますと、

窓口に来るわけです。そういったときに対応できると

いうことになってるんです。やはり、手話奉仕員養成

講座をせっかくやってるわけですから、ぜひ市の職員

にも積極的にこれを受けてもらって、そういう方々も

ふやすということが必要ではないのかというふうに思

うんですが、そういった点での積極的な対応をいかが

でしょうか。していただけませんでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  手話奉仕員の養成講

座の参加者をふやしてほしいと、市職員も積極的に参

加をしてほしいというお話でございましたけれども、

現在、講座を修了した方が九十数名いらっしゃいまし

て、現在登録されている方が二十数名か30名程度とい

うふうに把握しておりますけども、市職員についても

たしか二、三名、これは今確認しますけども、登録者

数は32名でございます。市職員も受講した方はいらっ

しゃるというふうに把握をしておりますけども、今確

認はいたしますけども、今後も積極的に奉仕員の養成

講座に参加するように、我々といたしましても積極的

に働きかけ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（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  よろしくお願いしたいと思います。 

 もう一つ、これ25年度の決算の中では出てきてない

と思うんですが、児童福祉の保育園に関してですが、

いわゆる病児保育についてずっと経過があるんですけ

ども、関上クリニックで始めたというような状況を聞

くわけですが、それに対する市の対応といいますか、

以前一戸町の病児保育について議会を通じて調査結果

を報告しながら一戸町の対応を示したことがあるんで

すけども、関上クリニックが始めたか始めようとして

いる病児保育について、市とのかかわりはどういった

ことなのか。やっぱり保育した場合の保育料等は全く

自己負担になっているのか、その辺はいわゆる委託料

とか、あるいはどういうふうな関係で措置されている

のかお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  病児・病後児保育事

業の病児対応型の事業でございますが、今の話のとお

り、市内の関上クリニックのほうでこの事業を開始を

したいということで、この予算につきましては、さき

の６月議会におきまして補正予算で計上いただいたと

ころでございます。現在開所に向けて準備をしており

まして、現在の状況はことしの10月１日から事業開始

ということでただいま準備を進めております。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  補正の内容の具体的な支援の対応を

ちょっと再度お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  大橋子育て支援課長。 

○子育て支援課長（大橋卓君）  補正の内容でござい

ますが、まず補正時点では７月から、早くて７月から

の開所を見込みまして、今年度は９カ月分の運営費、

それと新たに新規開所する場合の普及啓発経費といた

しまして合わせて335万9,000円を計上をいただいたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  手話について保留中の答弁

を求めます。長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  それでは、手話奉仕
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員養成講座の市職員の修了者はあるかということでご

ざいますが、臨時職員の方が１名修了したという実績

がございますが、この臨時職員の方は現在は市役所の

ほうにはおやめになっているということで、いないと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今の実態は臨時職員の方がいたとい

う答弁でございます。したがってやはり、窓口にも来

るわけですので、そういった意味では本当にこれ大事

な問題だと思いますので、他市では十分不十分は別に

いらっしゃるんです。正職員の方がやっぱりちゃんと

継続的にいて、あるいは近くに、その窓口に来たとき

に、そうした人が来たときに対応できるような状況を

やっぱりつくるべきだと思うんですが、ぜひ取り組み

方をお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  委員さんおっしゃるとおり、

やはりそういう方が窓口にいらっしゃったときに、適

切に的確に対応するということが市の業務として大変

重要なものだということで考えております。今ご提言

のあった点についても十分配慮し、そして職員に対し

てそして働きかけてまいり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（畑中勇吉君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  副市長から手話についての窓口対応、

積極的な取り組みをするという方向で検討するという

話がありました。私、久慈市議会が初日に手話の請願

について手話でお話ししたというふうなことがありま

した。久慈市議会にとって非常に画期的なことだった

と思ってます。今までも国政選挙においての手話はよ

く見るしあるいは福祉大会、市の福祉大会でも手話は

導入してます。そういった意味で、決して手話、この

手話について、養成講座を含めて積極的に取り組んで

いるということについては高く評価をしながら、しか

し講座だけではなくて、今城内委員からも話されたよ

うに、私からもぜひ窓口対応、障害者にやはり優しい

まちづくりを取り組んでいただきたい、このことを私

からもお願いしておきたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  95ページの中段から少し下にあり

ます。高齢者生きがいづくり事業委託料、その二つ下

に生きがい活動支援事業委託料という中身について質

問をいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  ただいまの質問にお

答えをいたします。 

 高齢者生きがいづくり事業でございますが、これは

高齢者の生きがいを増進するために趣味、創作活動の

講習会等、久慈市社会福祉協議会のほうに委託した事

業でございます。具体的に申しますと、産業まつりの

老人クラブ作品展示コーナー、趣味の作品展示即売会、

高齢者講座の白樺大学等の運営等にかかわる事業でご

ざいます。 

○委員長（畑中勇吉君）  古屋敷介護支援課長。 

○介護支援課長（古屋敷重勝君）  今、生きがい活動

支援事業についてのご質問がございました。これにつ

きましては、高齢者の生きがいと社会参加を促進する

ために、ひとり暮らし高齢者等で家に閉じこもりがち

な者に対し、通所による各種サービスを提供したいと

いうもので、山形町の社会福祉法人それから久慈市社

会福祉事業団に対して委託をし、その中で生活相談、

介護予防、それから健康チェックなどを行っているも

のでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  高齢者が元気で長生きをするとい

うことのこの前、三要素をお話ししたわけですけども、

一つは食、食事は答弁でもありましたが減塩等の事業

をしてるということと、次は運動なわけですけども、

久慈市でもいきいきシルバースポーツ700名ぐらいの

参加で、霧雨の中で一生懸命頑張っている姿を拝見い

たしましたが、次の生きがいづくりというふうになる

わけですけども、３日ほど前だったわけですけども、

病気を苦にしてみずから命を絶った方がおりますが、

やはり病気にもやはり打ち勝つ心とか気持ちとかとい

うのは大切だと私は思うわけですけども、その中では

やっぱり生きがい、生きがいづくりが非常に大切だな

と。ただ元気で長くいるのも一つですけども、やっぱ

りいろんな障害、自分の心にも勝つためには、生きが

いづくりが必要だと思います。今事業の内容を委託し

て内容も聞きましたけども、やはり生きがいが最も左

右するんじゃないかなと私は思っておりますので、こ
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れについてぜひ、市としても声を大にして取り組んで

いただきたいものだと思っておりますので、考え方に

ついて答弁していただきたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  長内社会福祉課長。 

○社会福祉課長（長内寿一君）  ただいまのご質問と

いうかご提言にお答えをしたいと思います。 

 委員おっしゃるとおり、高齢者の生きがいづくりと

いうのはまさにこれからの超高齢化を迎えるに当たり

まして非常に重要な観点であると認識をしているとこ

ろでございます。市におきましては、ご存じのとおり

老人クラブへの助成あるいはふれあいサロン等の事業

等を展開しながら、高齢者の皆様の支援を行っている

ところではございますが、今委員ご指摘の部分は個人

個人の気持ちの部分というような部分もあろうかと思

います。それらにつきましてどのような感じで持って

いけばいいのか、福祉サイドだけではなくて、さまざ

まな関係課とも協議しながら進めていかなければなら

ない重要な施策であると思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  下川原委員。 

○下川原光昭委員  ぜひ取り組んでほしいなと思いま

す。久慈市は残念ながら自殺率も高いわけですので、

それに負けない心とかそういうのをぜひつくるよう取

り組んでいただきたいと思います。答弁は要りません。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時10分といたします。 

    午後０時03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10分   再開   

○委員長（畑中勇吉君）  休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 審査を継続します。 

 ４款衛生費、質疑を許します。梶谷委員。 

○梶谷武由委員  111ページのところになりますが、

一つごみの減量化にかかわってですけれども、ごみの

排出量が月によって多くなったり、少なくなったりし

ているようですが、広報に掲載を毎月されております

ので、その全体として見た場合、どのような傾向にあ

るのか。また、多くなったり少なくなったりするのは、

どういう理由なのか。何かつかんでいるのがあれば、

その部分にお伺いをしたいと思います。 

 それから、ごみの減量化に取り組んでいるわけです

けれども、その中でも、特に、力を入れていくべきか

なと思うのは、生ごみ処理、これをいかにして少なく

するかというのも課題ではないのかなと思うんですが、

家庭用の生ごみ処理機、これを昨年は５台で22万

5,000円ほど補助しているということですが、生ごみ

処理機の場合、機械の金額も高いわけですし、それに

比べてコンポスター、これは庭なんかがなければ、こ

れはちょっと無理なわけですが、庭のあるところ、畑

のあるところなんかでは、コンポスターの活用という

のをもっと積極的に進めてもいいのではないかなと、

購入金額も非常に少ないですし、あるいは一つの家庭

で複数台設置するとか、そういうのについての検討で

きないものだろうかと。 

 台所から出る生ごみの処理だけじゃなくて、ごみ集

積場を見ていると、庭を除草した草等も結構出ていま

す、うちの近くの場合だと。この草の処理についても、

例えば、コンポスターを活用して、その処理をすれば、

同じようにごみの減量化につながろうかと思うんです

が、その辺についてのどのように考えているのか。そ

れから、これからの方針等であれば、そこの部分につ

いてお伺いをしたいと思います。 

 それから、ごみ以外の部分ですが、大気とか水の測

定を行っている模様ですが、その測定をしたというの

が、主要な施策の説明書の中であります。その結果に

ついての記述がないわけですが、ぜひ結果についても

わかるような形で説明とか記載をしていただきたいな

と。 

 あと水質の部分でですが、久慈川の上の橋、ここの

上の橋の下のところに、その水っていいますか、汚水、

すごく汚れた水がたまっています。そんなに何回も行

っているわけではないですが、行ったとき非常に大量

にたまっているんですけれども、これは何か原因があ

るのではないかなと思うんですが、その辺をつかんで

いるのであれば、その部分についてお伺いしたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまごみ減量化

についてご質問いただきました。 

 これまでのごみの減量、排出量でございますが、

年々若干ではございますが、減少しつつございました。



－25－ 

ただ、今25年度につきましては、26年度若干は減少し

ております。ただ、時期的なものにつきましては、そ

この、例えば夏であれば、畑なんかある方は、生ごみ

を、畑とかコンポストを利用してやってる方もあるよ

うですし、冬になれば、なかなか消化できないという

ことで、雪が降れば、その生ごみを出すというのもあ

るかと思いますので、そこら辺の増減は若干あろうか

と思います。 

 あと、ごみ減量のその生ごみ処理機でございますが、

今、ご質問ありましたとおり、実績は５台でございま

すが、コンポスターにつきましても、衛生組合連合会

とともにあっせん、コンポスターのあっせんもしてご

ざいます。 

 それで、あっせん以外にも市販に売られてるのもあ

るかと思いますので、その辺をまたＰＲしながら、い

ずれ生ごみの減量は一番、そのごみ減量につながるも

のと捉えてございますので、その生ごみの減量につい

ては、今後とも引き続きましてＰＲ、推進してまいり

たいと思います。 

 あと、さっきの草の件でございますが、同じくコン

ポスターを普及することによって若干でも減らしてい

けるのかなと思っているところでございます。 

 あと、水の測定結果でございますが、主要施策には、

確かにやった、何回実施したということでございます

が、その実際測ってございまして、記載はしてござい

ませんが、河川７カ所、都市排水路５カ所、あと小河

川10カ所と年４回実施ございますが、おおむねその環

境基準をクリアしている。ただ、時期的に水量等の増

減もございますから、時期的な増減、微増動きはござ

いますが、年間を通しましておおむね良好であると捉

えております。 

 あともう一つ久慈川、上の橋の汚水の件でございま

すが、私も情報をいただきまして、その日見てまいり

ましたが、それにつきましては、ちょうど河川の流れ

とそれた部分で、もう真ん中に土砂が堆積して、もう

島のようになってございました。それで、その河川管

理者であります久慈振興局の土木事務所のほうにもそ

の旨連絡いたしましたし、保健所のほうも連絡しまし

たので、その辺についてはまた様子を見ていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  その水質の測定についてですが、河

川のその水が大量に流れている場所だと、結構薄まっ

た形で良好という形になろうかと思うんですが、その

久慈川を歩いていると、各町内から小さな、いわゆる

排水路、家庭の排水なんかが流入しているところがあ

って、その場所によっては非常に汚れた水の出ている

ところもあるわけです。それが、久慈川の大量の水で

それも薄められて、その全体を見れば良というふうな

形になろうかと思うんですが、家庭からのその排水を

きれいにするといいますか、きれいな排水を流すよう

な形でのその取り組みというのがぜひ必要かと思うん

ですが、これは、下水道の普及、あるいは浄化槽の普

及というのが、根本的な解決策にはつながろうかと思

うんですが、さらに何か考えている方策があればお伺

いをしたいと思います。 

 あとコンポストの設置補助、これは、金額がそんな

に高いわけではないですので、その補助率を上げてで

も設置台数をぜひふやすような方向で検討していただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  藤原下水道課長。 

○下水道課長（藤原和幸君）  ただいまの汚水処理、

家庭からの排水の件についてお答えいたします。 

 これにつきましては、公共下水道に接続していただ

ければ解決するものと考えております。これまでも、

広報等に掲載または産業まつりとか、お祭り等、また、

各地区の公民館等の郷土祭とか、そういうところに出

向きましてＰＲ等をやって、実施しているところでご

ざいますけれども、今後もそういうふうにまた進めて

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまご質問いた

だきましたコンポスターの補助率でございますが、こ

れにつきましては１台2,000円ということで助成して

ございますので、これにつきましては、また、財政サ

イドとも相談しながら検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  107ページ、久慈広域連合火葬負担

金にかかってちょっとお伺いしたいんでございます。 

 といいますのは、議会報告会、市議会でやったわけ

ですが、大川目町の議会報告会の場で、生出町の火葬

場の跡地の問題を問われまして、どうするんだという
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話になったんですが、いや、私たちも思案してると。

ぜひ地元の皆さんの声を聞きたいと言いましたら、い

わゆる待合室の建物が残ってるんですが、近く焼き場

については解体撤去するというふうに決まってますが、

その待合室等、町内会の公民館等として活用したいと

いう声が地元から上がったんです、実はね。実は、こ

の火葬場をつくるときに、侍浜に移転したわけですけ

れども、かなり地元に連合としてはぶじょうほうして、

さっぱり説明をしない、ぴょこっと変わってしまった

という経過があったわけですね。そういった意味では、

本当にいわゆる迷惑施設として長い間広域連合、一部

事務組合から始まったんですけども、今は広域連合で

すが、そういった形での中で、地元に一言のお礼も言

わないまま移転したという経緯があって、後から行っ

て説明したという経緯がありました。そういった意味

で、本当に地元の方々の意向を酌んで、連合として無

償で貸すとか、いろいろな方法があると思うんですが、

これは、連合で考えなきゃならないものですけど、や

っぱし連合長を、もう一つは、連合長の顔をもつ市長

がそういった意味ではこの経過を踏まえた形で地元の

声を引き出した形で、連合の場でそういった方向を、

住民の皆さんの、地元の住民の皆さんの気持ちを生か

した方向で検討いただきたいと思うんですが、お考え

ありましたら、お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  火葬場の跡地につきましては、

地元の町内会から活用したいというお話があることは

承知しております。ただ、４市町村で構成しておりま

すので、久慈市だけでの判断はできかねますので、そ

こだけ調整をして、長年にわたってご負担をおかけし

てきたこともありますので、その点についても十分考

慮してまいりたいと考えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ４市町村との連携をしていただきな

がらお願いしたいと思うんですが、先日、私個人的に

洋野町長とお会いして、こういったことを話しました。

積極的な対応をしますという話をいただいております

ので、ぜひそのこともお酌み取りいただいて対応して

いただきたいというふうに思います。 

 そこで、もう一つは、久慈市衛生班連合会での補助

金13万5,000円もあるわけですが、年２回堤防の草刈

りをしているわけですね。従来から、私、３回目ぜひ

10月やってほしいということで、何とかやりそうにな

った時期があるんですが、その３回目は、ごみ拾いだ

けに終わっちゃってるんですね、これまで。去年あた

り、やりそうな雰囲気なってきたんですが、何でやら

ないかということで。 

 実は、10月に草刈りしておると、春先非常にいいん

ですよ。刈っておかないと、春先非常に大きくなって

あんばいが悪いんですが、いずれ10月のその第３回目

のこれまで空き缶拾い、ごみ拾いやってる同じ日に、

一緒にやればいいわけで、何とかその３回目も堤防の

草刈りを実現してほしいんですが、その点、一つお聞

かせください。 

 もう一つは、これも従来からお願いしてるんですが、

堤防ののり面がやせてるんですね。やせてるというの

は、肩からこう急になめらかじゃないんですよ。草刈

りをするに非常に危険なんです。滑って、足元がいず

れ大変な状況があって、これは県の土木との関係もあ

るんですけれども、一部はやってるんですけど、なか

なか全体的にそういう急峻なところを改善してこない

という状況があるんで、これはぜひ安全に作業をする

ためにも、連携をした形で、あっちだこっちだと言わ

ないで、ぜひ衛生班連合会が草刈りする安全だという

立場から、あれは土木も関連しますから、そういった

ことで県に対して計画的にのり面の保護をきちんとし

てほしいというあたりもぜひ改善方、図ってほしいん

ですが、お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいま草刈りの３

回目ができないかというご質問でございましたが、以

前にも衛生班連合会あるいは、衛生ブロック会議等に

おきまして、そういう議題で議論した経緯がございま

す。その中で出されてございますのは、やっぱり高齢

化。地区によっては、町場であれば、若い方が比較的

おられるのかもしれませんが、過疎地といいますか、

そっちに行きますとなかなか高齢者で、２回の草刈り

さえ出席が容易でないというお話もいただいておると

ころでございます。いずれその辺もございますので、

一斉でやるというのは無理にしても、できるところ、

できる班だけからやっていただくか。そういうなのも

考えてまいりたいと思っております。 

 あと堤防ののり面がやせているということでござい

ますが、これにつきましても、まず一番は安全性で草
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刈り作業をしていただきたいということがございます

ので、草刈りのための保険はかけてはございますが、

いずれ安全性に気をつけて、今後検討して対処してま

いりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  高齢化を理由に３回目できないとい

うのは、ちょっとすると納得いかないところですね。 

 例えば、久慈川のその大成橋から中の橋の間ですね。

川貫のほうもありますけど、右岸、左岸あるんですけ

れども。かなり右岸の川貫のボランティアが進んでま

して、かなりきれいに刈ってますね。３回といわず刈

ってるんですが、左岸について言うと、久慈中、久慈

小のあたりが刈らないで、ずっと来るんですね。そう

すると、非常に刈ったとこと刈らないとこ非常に目立

つんですよね。しかも、お祭り時期は過ぎますけど、

いずれ文化祭とかさまざま始まってる中で、やはり３

回目刈ることによって環境整備につながるし、非常に

いいかと思いますので、その辺は、高齢者が多いとい

うことで刈れないというの、ちょっと今のなかなか納

得いかないんですが、市街地に近いとこでも一定の

ニーズのあるところでぜひやってほしいし、その辺は

ちょっと本当に３回できないのかというあたり、吟味

してほしいのが１点。 

 それから、のり面のせいで今保険かけてたという話

しましたけど、保険は二の次なわけですよ。そういう

保険かけてっからでなくて、保険は必要かもしれませ

んけども、しかし、安全に草刈りできる状況、本当に

つくってほしいんですよ、真剣に。 

 あの草刈り機というのは結構危険なんですよ。ふか

してますからね、あれが転んでほかの人傷つけさせた

ら結構深いし、切れるし、切り方も激しいし、そうい

った意味では本当に危険なんで、保険云々というより、

まずそれは土木部とあるいは県に対して連合でもいい

ですから、いずれ連携をして、やっぱり一日も早くそ

ういう安全な作業ができるような状況をつくっていた

だきたいんですが、これはぜひ担当部長でもいいです

から、ひとつ決意をお願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  一斉清掃につきまし

ては、ただいま課長のほうから答弁申し上げましたと

おり、年に２回お願いしてやってるわけでございます

が、年３回については、なかなか対応できない地域も

あるというふうなところもあるようでございますので、

これは一斉にやるというのではなくて、それぞれ対応

できる衛生班なり町内会があれば、自主的に取り組ん

ではいただきたいというふうには思っております。 

 それから、のり面がやせて危険だというふうなこと

でございますが、これにつきましても、河川管理者で

あります県北広域振興局のほうにそういった話があっ

たということは、お伝えをしてまいりたいと思います

し、連携して取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  107ページ、この中で各種がん検診

というものが、取り組まれておるようでございますが、

この久慈市のこの県内の中での久慈市としての発生率、

がんの発生率とかいうものが順位をつけたとするなら

ば、把握してるのであればお知らせいただきたいです。 

○委員長（畑中勇吉君）  藤原保健推進課長。 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  子宮がん検診にか

かっての発生率というふうなことのお話をいただきま

したが、今、資料のほうを持ち合わせておりませんで

したので、後で取り寄せてお答えいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  主要な施策の成果の56ページ、この

中で環境対策の推進ということでいろいろ取り組んで

おられるわけでございますが、広域連合が管理をして

いるごみ焼却場を従来のメーカーから県内の業者に管

理委託がされたときに、焼却炉が故障して、大規模な

ダイオキシンが発生したというように私仄聞してきた

わけなんですけれども、ところがこれは、なかなか公

表してもらえないできたわけなんですけれども、人間

がつくり出したのの中の最大級の猛毒と言われている

のが、皆様方ご存じのとおりダイオキシンだと言われ

ておりますが、この焼却炉から大猛毒のダイオキシン

が煙突から出て落下する着地点が焼却炉メーカーでは

恐らく１キロから１キロ500ぐらいを想定していると

思うんです。これは、そうだとは言ってないですけど

も。これは、茨城県のある町の焼却炉のデータでは、

１キロから１キロ500の焼却炉の地点のところが、が

んの発生率が全国平均より飛び抜けて１キロ半径のと

ころは多いというデータが出てるぐらいですから、そ

ういった意味で、その従来の維持管理から別な業者に
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変わったために膨大なそのダイオキシンが発生したと

いう意味から申し上げれば、この焼却炉から１キロか

ら１キロ500半径に住んでおられる方の血液検査をす

べきだということを私はここの議場で申し上げた経緯

があるんですけれども、そういった考え方は今後しな

いのか。現状を知るために、私は一遍ぐらいはしてみ

るべきだと思いますし、その焼却炉から出されたとさ

れる、そのダイオキシン濃度をお知らせできるのであ

ればお尋ねしたい。 

○委員長（畑中勇吉君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまのそのダイ

オキシンの量でございますが、うちのほうでちょっと

捉えてございませんので、ご了承いただきたいと思い

ます。 

○委員長（畑中勇吉君）  藤原保健推進課長。 

○保健推進課長（藤原みよ子君）  すみません。先ほ

どの砂川議員さんのがんの関係なんですけれども、全

国的に昭和56年にがん死亡の順位が１位を占めるよう

になりまして、それで対策を進めてきているわけです

けれども、高齢者の人口の増加によりまして、多くの

部位のがんの死亡数、罹患数ていうふうなのは増加傾

向にあります。それで、全国の平成23年のがんの死亡

率の順位、発生率も同じような状況でありますけれど

も、男性が１位が肺がん、２位が胃がん、３位が大腸

がんという順になってございます。あと、女性につき

ましては、１位が大腸がん、２位が肺がん、３位が胃

がんというふうな順になっているというふうなことで

すが、県においても、当市においても同じ傾向である

というふうに認識しております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  ごみ焼却場から出る

ダイオキシンの関係でのご質問でございました。ちょ

っと不確かな情報ですけども、連合で管理しているご

み焼却場につきましては、多分平成11年だったと思う

んですが、大規模回収を行って、ダイオキシンの対策、

出ないような対策を講じております。24時間燃焼し続

けるとか、そういった部分で対策を、炉の改修も含め

てやっております。 

 いずれ、現在ダイオキシンについては、多分大丈夫

だというふうには感じておりますが、ただいま砂川委

員さんからあったお話については、連合のほうに伝え

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  今の現状は、まあその基準はクリア

しているということで、そのとおりだと思うんです。

何でこれを申し上げるかというと、その焼却炉にしろ、

し尿処理場にしろ、維持管理するお金は国から人口割

合で来てると思うんですよね。地方交付税で処置され

てるのか、直接の名目で来てるのか、それはわからな

いけども、いずれ国から維持管理する分のお金が来て

いると私は思う。 

 したがって、そのお金を来ているものの増額を求め

ていく上においても、やはり根拠というものが必要に

なってくると。そういった場合、その市内の中に焼却

炉を持っておる当市としては、それだけの影響がある

のがデータ上はっきりしている以上は、やはりそこの

関連する付近の住民の血液検査ぐらいをして、実態の

現状というものはこういうふうにあるんだという認識

をしていただくために、私はしてみる必要があるので

はないかなと。 

 例えば、この京都府と大阪の境に、私の記憶が間違

いでなければ、妙見山とかいう山があって、その麓に

焼却炉があって、ここが日本でもトップクラスのダイ

オキシンを発生をして、土壌の土を入れかえをして住

民の血液検査もしたら、その中にダイオキシンの濃度

が出てきたというのが出ているぐらいですから、当然

久慈市だって、この住民の健康を守っていくんだとい

う意味からすれば、実態というものは、公に公表しな

いにしても知っておく必要があるという意味で私は考

えてただきたい。 

 それから、このダイオキシンの特性として、私は学

者でもないんですけれども、本を読んだ範囲から僣越

ながら申し上げれば、葉物は表面に付着するから、そ

のよくよく洗って食べないと、体内にダイオキシンが

入ると。ですから、根菜類は、土を洗えばダイオキシ

ンの影響はないということのようでございますので、

特にもやっぱりそういった付近の住民に対する野菜と

か果物とか、そういったものを食べる際においては、

健康の管理上からそういった細かい指導なりなんなり

示唆する考え方を示していくべきだということが、住

民の健康につながっていくのではないかという意味か

ら、どのような感想を持たれるか、お聞きいたします。 
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○委員長（畑中勇吉君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまご指摘いた

だきました、その実態把握をする必要があるというこ

とでございますので、先ほど部長から答弁いたしまし

たとおり、連合のほうにも相談いたしまして、今後検

討してまいりたいと思いますし、同じく健康上の管理

につきましても、同じ観点からちょっと検討させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  この問題は、私は何でこだわってる

かと申し上げますと、大変僣越ながら、その時々の首

長の判断によってそういう施策が右へ行ったり左行っ

たりした、変更したがために、そういう不測の事態が

生じるという実例が起きてるわけですから、そういっ

たことは、ゆめゆめ市民の健康にも直結していくんだ

という意味からすれば、どれだけの猛烈なダイオキシ

ンが出たんだということぐらいは、当局としては知っ

ておく必要があろうかと言う意味で申し上げてるので、

そこは誤解のないようにしてください。私の仄聞から

いきますと、そのダイオキシンを検査する機関が釜石

のほうにあったやにも聞きますが、津波の災害等でそ

ういうところも被災を受けているのかもしれません。

そうすれば、そういうデータというものがなかなか手

に入んないのかもしれませんけれど、そういう意味で

申し上げてるということをご理解をしていただいて、

その決意を聞かせてください。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  砂川委員さんからお

話がありましたダイオキシン対策につきましては、住

民等の健康調査も含めて、また、こちらのほうでもい

ろいろな調査につきましては検討してみたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。 

 107ページの久慈医学談話会補助金にかかわって、

県立病院の医師確保の問題についてです。県内全体で

もお医者さんが少しずつふえて、県立久慈病院も充足

されるのかなという期待もしておったんですが、この

昨今の状況を聞きますと、産婦人科の問題では、二戸

に回されるということを前から言われておったんです

が、それ以外の病気、手術でも八戸に回されるとか、

この最近、いわゆる救急救命センターとしての、ある

いは中核病院としての、医療機関としての機能、役割

が非常に、非常にっていいますか、低下してきている

と。これは、久慈市のみならず、管内の住民とすれば、

極めてゆゆしき事態だなというふうに思うんですよ。 

 それで、これまでもそれぞれ医師確保については、

努力されてきてるということは承知をしてるわけです

けれども、やはり今の時点で現状を改めて正確につか

んで、強力なやっぱり医師確保の取り組みというもの

を展開する必要があるというふうに思うんですが、改

めてお聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈病院を含めます医師確保

については、大きな課題だと認識しております。先日

も久慈病院の院長先生とお会いして情報交換してまい

りました。来年４月の研修生は定員枠に近いところを

確保できるであろうという明るい状況、そこも力を入

れていますということでございましたし、これから、

地域枠、全県取り組んでおります地域枠の卒業生が出

てくると。こういった方については、いわゆる僻地を

中心に仕事をしていただくという趣旨で養成してると

いうことで、これについても期待ができるではないか

なというふうな話はございました。 

 ただ、ともすれば、従来久慈市におきましては、医

療局に対して医師確保を要請する。あるいは国保連に

対して要請するということで、要請活動が、そういっ

た団体に機関に対する要請行動がメインになってると

いうふうに聞いておりますけれども、種市の国保の病

院につきましては、奨学生がきちんと一定数先生方が

地元に定着してるというふうな実績ございますので、

やっぱり地元としてもっと医師確保については、積極

的に動いていく必要があるだろうというふうに思って

おります。そういう意味では県に頼るだけではなくて、

久慈市、私自身、先頭に立って医師確保に動いていき

たいと思っております。久慈市出身のお医者さんで、

市外で働いてる方も結構いらっしゃいますので、そう

いった方とも接触しながら、あるいは現在、医学部に

在籍してる子供さんも市内出身の方、何人かいらっし

ゃいますので、そういった学生さんに対しても、普段

から接触をして、ぜひ地元に戻って仕事をしていただ

くいうふうなさまざまな動きをとっていくというふう

に考えております。 
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○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  わかりました。ぜひお願いしたい

と思います。 

 それから、もう一つ、先ほど来出てる河川の水質の

環境保全の問題です。この前の議会であったかだって

会議等でも話題になったんですが、この久慈川、長内

川の水利を守る問題。いわゆる両河川とも源流から河

口まで久慈市のとこにあるということで、やっぱり久

慈市、行政と市民それぞれお互いにこの清流、川を守

ると、きれいにするという努力すれば、その結果が報

われるという関係にあると思うんですね。そういう点

では、やっぱりこれを役所の一部門だけじゃなしに、

それぞれの部門連携して、この久慈川、長内川の清流

化を守って何とか安家川とか四万十川まではいかなく

ても、ひとつの釣り人の話題に上るような、そういう

環境をつくっていくこともひとつの久慈の発展にとっ

ては大事な要素ではないかというふうに思うんですが、

いかがでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  上有谷生活環境課長。 

○生活環境課長（上有谷満君）  ただいまご質問いた

だきました久慈川、長内川の清流化、きれいにすると

いうことでございますが、久慈川、長内川につきまし

ては、川を守る会の方々もボランティアとしてご活躍

いただいて、清掃活動等していただいておるところで

ございます。 

 市といたしましても、可能な範囲で協力してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 ５款労働費、質疑を許します。小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点お聞かせください。 

 113ページ、勤労者生活安定資金融資ですが、この

昨年、一昨年、利用者がゼロというふうにどっかに出

ておったんですが、この利用状況がゼロというのは、

その背景はどの辺にあるというふうに理解しているの

か。あるいは、貸し出しの条件が厳しいとか、あるい

は、借りる必要がないという状況なのか。その辺をど

のように把握をされて、今後の取り組みについてもお

知らせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ただいまご質問いただ

きました勤労者生活安定資金のまずは利用状況につい

てお知らせをいたします。 

 ご指摘のありましたとおり、平成25年度、平成24年

度は、利用者はございませんでした。その前の年、平

成23年度１名、そして、22年度、23年度が２名で、21

年度が１名、20年度が６名というような状況になって

おり、ご指摘のとおり、最近の融資を受けている方は

少なくなっております。 

 このことから、前年度などいろいろな場面におきま

して、もっと活用できるような制度を検討したほうが

いいのではないかというようなご意見等をいただき、

市といたしまして検討をさせていただきました。 

 その結果、平成26年度から利率を下げて、より利用

しやすいような制度に変えたところであります。平成

25年度までは、協調倍率を３倍とし、約3.3％程度の

利率でありましたが、平成26年度からは協調倍率を２

倍といたしまして、率を約2.5％程度というふうにし

てご利用しやすいような制度に改正したところであり

ます。 

 ただ、その後、今年度におきましても、現時点では、

ご利用いただいている方はいらっしゃらない状況にな

っております。しかしながら、私たちといたしまして

は、ご利用いただく方にこの制度をより知っていただ

くために、融資を担当しております労働金庫と一緒に

チラシを配架させていただいたり、市内全世帯への告

知といいますか、回覧での情報提供、広報を利用して

の告知等に取り組んでいるところであります。 

 一方で、利用する方々が少なくなっているという点

にどのようにその背景を考えるんだということであり

ましたが、アンケート等をとってしっかりとした内容

ではありませんが、ここ何年か景気もよくなっており、

収入等、安定した生活をなさっている方が多いのかな

というふうにも個人的には感じたりしております。 

 いずれにしても、必要な方々に制度を知っていただ

いて、必要なときにご利用いただけるように対応して

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（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  利率を若干下げたということなん

ですが、今の状況の中で2.5％というのもなかなかだ

なと思うんですが、その利率と同時に、いわゆる使い

勝手といいますか、融資条件に何か幅が狭いという問

題はないんですか。例えば、ある程度自由に使えるよ

うな、そういう内容についても検討する余地はないん
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ですか。どうでしょう。 

○委員長（畑中勇吉君）  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

だきました勤労者生活安定資金の使い道についてです。

こちらは、労金等のチラシ等でも配付して、ご利用を

される方々に見ていただいている資料になるわけです

が、そちらには使い道といたしまして教育資金、パソ

コンなどの購入資金、旅行費用、家具やインテリアの

購入資金、その他、生活資金としてというふうにござ

いますので、かなり幅広い分野でご利用できるものと

いうふうに認識しております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  その他生活資金の中には、借金の

返済も認められてますか。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  借入金の返済金に充て

られるかというご質問でありますが、こちらは審査の

ほうは金融機関で行うものとなっております。先ほど

お話をした使い道の範囲内で利用できるものとなって

おりますので、今のような理由をメインに申請するこ

とはなかなか難しいのではないかなというふうに感じ

ております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  労金さんのほうとい

ろいろ協議をしておりまして、今回、利率を下げたと

いうことで使い勝手についてもいろいろな幅広い使い

道になっております。その中でどういった形で申請す

るかというのは、やはり労金さんのほうへの申し込み

の段階で、そういったいろいろな使い道は協議をして

いただければいいのかなというふうに。私たちとすれ

ば、せっかくつくってある制度ということですので、

いろいろ活用していただきたいと思っております。 

 借金に対して、融資をするわけではないんですけれ

ども、やはり生活を安定させるための資金でございま

すので、有効に活用していただければいいなというふ

うに思っておりますので、そういったご利用を予定し

ている方は、労働金庫さんのほうと協議をしていただ

ければいいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 ６款農林水産業費、質疑を許します。砂川委員。 

○砂川利男委員  119ページの地域力拡大実践業務委

託料、この委託先と、この取り組んでいる中身をお知

らせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  砂川委員のご質問にお答

えいたします。 

 地域力拡大実践事業でございますが、委託先でござ

いますが、新山根温泉振興協会でございます。 

 この内容でございますが、事業実施内容といたしま

しては、伝統技能の継承、習得業務、これは、伝統保

存食の展示試食会等の開催、また、食文化の調査、習

得等でございます。 

 次に、特産品開発販路改革業務を実施してございま

す。これは、クワノミの関連商品の開発及び焼き干し

イワナラーメンの開発。それから、焼き干しイワナを

活用したメニューの試作販売等でございます。 

 次に、地域ＰＲ誘客業務といたしまして、独自イベ

ントの開催、これはべっぴんの湯まつりや新そばまつ

り等でございます。 

 内容は、以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  梶谷委員。 

○梶谷武由委員  121ページ、委託料、利用自粛牧草

等処理委託料、それから、いわて型牧草地再生、これ

らについても基準以下のものを安心・安全を確保する

んだということで行ったようですが、その基準以下と

いうことで、東電からの賠償金が支払われないものか

なというふうに感じるんですが、賠償が行われるのか

どうか。あとは、仮に東電のほうで賠償しないという

ふうになったときであっても、実際にこのような経費

を支出しているわけですので、全額ではなくても賠償

するよう求めていく必要があろうかと思うんですが、

その辺についての考えをお伺いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  この利用自粛牧草等処理

委託料と、あといわて型牧草地再生対策事業業務委託

に関してでございますが、まず、この利用自粛牧草等

処理事業に関しましては、これは、肉牛に関するやつ

は100、給与をする場合は100ベクレルを超えたもの、

それから、乳牛に給与する場合は、50ベクレルを超え

たものに対して実施される、県で実施するものでござ

います。 
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 それから、いわて型牧草地は、それ以下、農家が希

望する草地更新ですが、それらに対して行われる除染

作業でございまして、今、ご質問のありました放射能

のこの賠償にかかわりましては、今ちょっと手元に資

料ございませんので、取り寄せてお答えしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  泉川委員。 

○泉川博明委員  主要な施策の成果に関する説明書の

73ページですが、これのサケ・マス放流事業に関連し

てお尋ねいたしますが、久慈川流域の大川目地区に整

備する新たなサケ種苗生産施設が、事業の採択がなさ

れておりますが、現在の状況について、どのような状

況であるかお伺いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  サケ・マスふ化場の

関係でございますが、昨年度末に事業採択になりまし

て、今、現在詳細設計に取り組んでいるところでござ

いまして、若干正直言いますとおくれぎみと。その理

由といたしましては、やっぱり復興等にかかわって資

材等が高くなっていると。あと、ふ化場の命ともいう

べき井戸水、これについて、もう少し詳細に把握する

必要があるということで、今、詳細設計をしていると

ころでございます。 

 10月いっぱいぐらいまで、詳細設計がかかる予定で

ございまして、11月中に工事の入札に付したいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  123ページ、日本短角種の増頭など

今取り組んでおられるようでございますが、その日本

短角種の特徴というか、その原種ですね。そういうの

はどういうものと捉えておるか、お尋ねいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  ただいまのご質問に

お答えします。 

 短角牛のルーツは、南部牛がルーツでございまして、

それとイギリスのショートホーンという種を交配させ

まして、品種改良を行ってできた牛と捉えております。 

 特徴としては、自然条件が厳しいところでも育つと

いうたくましい牛と捉えております。肉質ですが、山

形村短角牛という商標登録をとりまして、国産100％

のえさで育ている健康で安全な牛として育てておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  久慈市にとってこの日本短角牛とい

うものは、将来的な重要性から見たらどのような認識

ですか。 

○委員長（畑中勇吉君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  最近、赤身肉ブーム

が到来しておりまして、将来的には有望であると捉え

ておりますが、飼育者の高齢化等により生産頭数は伸

び悩んでいるところでございますので、今後は、生産

者の組織化等を検討いたしまして、増産等に努めてま

いりたいと考えておるところでございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  最近のこの世の中、何でもかんでも

ハイブリット化されて、本物がにせものに負けるとい

うような時代だと私は捉えているんですけれども、そ

ういった中で、平庭山荘で山古志村の元村長の現在の

長島代議士さんを囲んでお話する機会に恵まれました

ときに、この方は、短角牛の本物がいなくなってきた。

ですから、これを何とか本物を探して、農林水産省に

登録をして、その純粋種というものを普及させていく

ことにしていかなければならない。したがって、まだ

今のうちに探せばまだ見つかるかもしれないと、こう

いうお話をされて、ひどい世の中は変わったものだな

という思いしたんですけれども、その中で、長島代議

士がおっしゃることには、牛の体格を大きくするため

に、品種改良が繰り返されたために、従来の原種とい

うか、そういうものが陰が薄くなってきたと。ただ、

図体だけが多くなって、肉の量が多くとれるという時

代になってきた。これでは、やはり従来の純粋種とい

うものがなければならないというものの、どこを見れ

ばわかるかというと、角だそうです。角があめ色のこ

はく色みたいな黄色い角がもともと短角牛の本物だと。

それが、昔はどこでもおったんだけども、交配して図

体を大きくする牛に変えていったために、それがいな

くなってきた。ですから、何とか、この山形町さんあ

たりでそういった牛が見つかったら、ぜひ教えていた

だきたい、こういうお話に私も遭遇して、ああなるほ

どなというような思いした経緯がございますので、僣

越ながら今申し上げたわけでございますが、そういっ
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た意味でこの久慈市は将来的に短角牛の純粋種を牧場

も白樺平牧場みたいなの持ってるわけですから、取り

そろえていくような努力をされたらいかがかなと思い

ますが、その感想を聞かせてください。 

○委員長（畑中勇吉君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  短角牛は、久慈市に

とって大切な財産と捉えておりますので、今後、ます

ます生産増産等を本物の短角牛を育てていきたいと考

えております。 

○委員長（畑中勇吉君）  砂川委員。 

○砂川利男委員  ぜひ久慈でなければ、この日本短角

種の昔からの本物の牛はいないんだというような産地

の本場というか、そういう形になるようにぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  先ほどの梶谷委員保留中の

答弁を求めます。嵯峨農政課長。 

○農政課長（嵯峨康彦君）  先ほどの梶谷委員の質問

にご答弁申し上げます。 

 利用自粛牧草等処理、これは県事業でございまして、

県費100％でありますことから、県での対応となって

ございます。また、いわて型牧草地再生対策事業、こ

れは市費が入ってるわけなんですが、県の指導により

まして現在は東電への請求は行っていないと。今後は、

県と足並みをそろえて対応することとなるということ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小野寺委員。 

○小野寺勝也委員  １点、お聞かせください。先ほど

の砂川委員のご高説に刺激をされて、私からも一つお

聞かせください。 

 伝統野菜、私は、まるきりわからないんですが、滝

集落に、安家大根という非常に水分が少なくて、遠野

の暮坪大根に匹敵するような、そういう昔からの大根

というので承知してるんですが、そういう点で昔から

ある、その伝統野菜の発掘保存といいますか。そして、

やっぱり久慈ならではのそういう野菜をつくるという

ことも久慈を売り出していく上で一つの大事な要素で

はないかなというふうに思ってるんですが、伝統野菜

の発掘の取り組みについてのどういうご所見なのか、

お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  地域資源となるかと

思いますけれども、いわゆる伝統野菜ということでご

ざいますけれども、新作目の開発というふうなことで

事業化しているところでございますけれども、いずれ

今、委員おっしゃいます安家大根ですね。そういった

ものも含めて普及せんと、もともとこの地域にあった

野菜かと思いますので、そういった部分も含めて日本

一になるような、そういう作目になるように、いろい

ろ研究をしていきたいと。普及センター等とも一緒に

なって研究していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  一つは、農業委員会会長に農業委員

会費で聞きたいんですが、農業委員会先頭にＴＰＰに

反対もしてきて運動もしてるんですが、今、米の下落

が非常に問題になっておりまして、実は、きのう夏井

の農家の方から、城内さん、百姓できないよって言わ

れたんですよね。ものすごいことしの前渡金と言いま

すか、値段が非常に政府の施策によって、本当に

3,000円か4,000円下っているでしょう。本当に肥料代

がないよって言われてるんですよね。そういった意味

では農業委員会としても黙ってはいられない状況だと

思うんですが、その取り組み方をお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  宇部農業委員会会長。 

○農業委員会会長（宇部繁君）  ＴＰＰの関係でござ

いますが、これらによりまして、米の値段がかなり下

がっておるということでございます。 

 実は、７日の日に、新岩手農協の小野寺専務さんと

宇部川の圃場整備の総会でご一緒をしたんですが、そ

の際、小野寺専務さんからお伺いしてたんですが、実

は、9,000円を割る状態だということで、非常に憂い

ているというお話を伺ってございます。 

 ＴＰＰが妥結するようなことがありますと、またま

た値段が下がるということで、非常に私たちも憂いて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  今、農業委員会の会長から今の状況

を憂いているというお話でありました。市としても、

やはり米作について一定の政策を持ってるわけですが、

しかし、こんな急激に値段が下がると、価格が下がる

と、本当に将来の見通しが立たなくなってくるわけで

すよ。そういった意味では、だから、後継者育成と言
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いますけれども、結局、子供たちにつがせる状況がな

い中で展望を示せないわけですね。そういった意味で、

本当に私は、この日本の国、瑞穂の国って言いますけ

ど、減反、減反てやってきて、そして、農家ができな

くなって、今度は耕作放棄地がふえたら、今度は、後

継者が出てきて、また、企業に開放しろというような

状況になってきてるわけです。まさに日本の地域をつ

ぶすていいますかね。地域がなくなる方向に、今なっ

ているなと思ってます。 

 そういった意味で市としても、やっぱり県にも働き

かけなどして、いずれ岩手の農業、久慈の農業を守る

ために、やっぱり適正な価格、再生産保証する価格市

町村きちんとやれということをしていかないと、かす

みを食って百姓できないんですよ。本当に百姓は金か

かります。きちんと再生産保証しないと、肥料代払え

ないんですよ。本当に農家の方々の時給見てください。

時給300円か500円で稼いでるんですよ。普通の会社の

人は1,000円という話をしてますけどね。農家の時給

たらそんなもんじゃないですよ。本当に再生産できな

い状況が今生まれつつあるんで、これは、やっぱり危

機感を持って、ぜひこれは改善しろということをぜひ

市としても声を上げていただきたいんですが、お聞か

せください。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ことしの産米の概算米価が大

きく値を下げてるというふうに私も聞いております。

これについては、ＴＰＰ含めて日本の農業、日本の漁

業、国政にかかわる国の施策で経済のグローバル化が

進んで、円安誘導進んで、輸入品がふえてと、本当に

そういう施策の結果がこの地方の農業、地方の１次産

業が厳しくなってるという根本原因だと思っておりま

す。久慈市としても、いかにするかということは考え

てまいらなければならないと思っております。先ほど

砂川委員からお話ありました短角の問題、あと小野寺

委員お話ありました地元の特産、伝統野菜等含めて、

特色を出していかなければならない。それは本当にそ

のとおりだと思っております。差別化が必要だと思っ

ております。 

 そうは言っても、城内委員からお話ありました米に

つきましては、なかなかそういった対応が難しいとい

うことですので、これについては、やはり国に対して

の施策を強くやっぱり要求していくほかはないなと思

っておりますので、頑張ってまいります。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  今、市長からも小野寺委員、砂川さ

んからのお話にもありましたが、伝統野菜等について、

ぜひ調査しながら伝統野菜を予算化しても調べながら

やってほしいなと思っておりますが、実は、約800年

前に南部の殿様が山梨からこっちに来てると。その際

に、キュウリなりササギを持ってきて、こっちで今ま

で生き延びてるというようなこともありますし、その

辺の調査もしながら、ぜひ伝統野菜を800年も生きて

る野菜等もあるようですから、ぜひブランドにするよ

うな取り組みをしてほしいと思いますが、考え方をお

伺いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  今の伝統野菜の関係でござい

ますけども、量がたくさんとれる必要はなかろうと思

う。それも無理かと思うんですが、今、道の駅あるい

は産直等では、ここでしかないものを、それをきちん

とつくって販売していけば、それを目当てにしてお客

様が来ていただけるというお話もほかの例でも聞いて

おりますので、そういうふうな取り組みをするために

も、まず、基本的な状況調査、これについては、前向

きに取り組んでまいりたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  それでは、125ページの日本一の

炭の里づくり構想。私は、最近よくお話をしてるわけ

ですが、木炭が今後数年値段が高騰したままでずっと

維持してるわけですよね。それで、これを何とか後世

に伝えていきたいものだなと、そのように考えており

ますので、これについて、それなりの炭窯の補助金と

か、そういうのもありましたが、新規に参入している

方があるかどうかについてお尋ねいたします。 

 それから、127ページの原木シイタケ新規参入、こ

れにかかわってですが、侍浜町の久慈さんという方が、

いわゆる農林水産大臣賞でしたっけか、あれを大臣賞

いただきましたね。せっかくそういう方がおるわけで

すが、何かこうお話を聞きますと、どうも乾燥シイタ

ケが単価がいまいちというように聞いておりますが、

せっかく洋野町を含め、この近郊、最近乾燥シイタケ

が随分技術が向上いたしまして、一生懸命取り組んで

いる割には単価がいまいちということで、せっかくこ

の農林大臣賞を受賞した、これを機に、何とかこの単
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価の向上する手だてがないものかなと、最近私そう思

ってるんですが、それについて、何か策があればお尋

ねしたいんですが。 

 それともう一つ、まきストーブですね。これは、何

年か前から、数年前から補助金等をつけていただいて

るわけですが、これとまき割りも随分最近補助金をい

ただいてるわけですが、これについて、利用者数等を

お伺いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  まず、木炭の関係で

ございます。木炭の関係は、確かに近年価格が上昇傾

向にあるということで、今がチャンスと捉えて頑張っ

ていきましょうということになってございます。日本

一の炭の里推進協議会がございまして、うちの市長、

会長を務めております。そこでも話し合われたんです

けれども、まず、本年度の取り組みといたしましては、

木炭６キロ、３キロ、小さいのだと３キロもあるんじ

ゃないかと思いますが、それは手に入るけど、どうも

中途半端じゃないかということで、使い切りといいま

すか、２キログラムのその商品を出したい。これは生

産者から声が上がりまして、それを今試験的にやって

みるということになっております。ただしこれに対し

ては、そんなのは必要ないじゃないか。もっと大量に

その逆じゃないかという意見もございましたが、とに

かく生産者がそういった意見を持っておりますので、

本年度そういった取り組みをして今後に生かしていき

たいというふうに思ってございます。 

 また、木炭の窯の状況でございますが、６月補正で

２基分措置していただきました。そして、今回の９月

補正でまた２基分お願いをする今提案をしておりまし

て、合計で４基、本年度見込んでいるところでござい

ます。 

 続きまして、原木シイタケでございます。単価は確

かに東日本大震災前と比べると非常に単価は低くなっ

ている状況にございます。これはまさに原発の風評被

害によるものだろうと。放射能検査をしても、全然す

ごい基準値以下で安全なんですけれども、どうしても

消費者は被災地ということでひとくくりにしてしまう

傾向があるのじゃないのかという状況にあるというふ

うに思っております。 

 これにつきましては、久慈さん、全国で最も最上位

の賞でありました。これは本当に明るいニュースでご

ざいまして、これをどんどんＰＲしていきたいという

ふうに思っておりますし、今、県と市で今ヨーカドー

系列にそういったスライスを納めてるようなんですが、

新たにもっとこう取り引きしてくれるところがないか

ということで、今当たっているところでございます。

ただ、量的な問題もあるみたいで、それがうまくカ

バーできるかというのは、今後の検討になると思いま

す。 

 すみません。炭の新規参入者についてでございます

が、新規参入者という分ではないと。４基分について

はないというふうに考えているところでございます。

また、まきストーブの本年度の状況でございますが、

昨年度、まきストーブ26件申請がございました。これ

に対して今現在、まだ、時期的なものもあると思うん

ですけれども、まきストーブが１件、そして、６月補

正で措置していただきましたまき割り機については１

件申請があります。あわせて２件申し込みがあると思

います。今後、多分出てくるのではないかなというふ

うに思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  いろいろと取り組みをいただきま

して、大変ありがとうございます。 

 近年、木質バイオマスの関係等もありまして、今、

話をしました木炭とか、その林業は、いわゆる近年に

ない、これからおもしろみがあるなと、そういう感じ

に私は捉えております。木炭は、３年ほど前からなん

ですが、林業振興の観点から、恐らくまだ、発表され

てないバイオマスの計画がございまして、恐らく、

近々のうちに発表になると思うんですが、これがかな

り大きい発電の容量なようでございまして、恐らく八

戸方面になろうかと思いますが。 

 そういった関係で恐らく、前々から私は話しており

ますが、人材不足と、後継者不足もさることながら、

人材不足が確実にもう目の前に、今現在も人材が足り

ないんですが、恐らくどうしようと思う状態になるの

ではないかなと。それがもう目の前にもう来てると。

バイオマスが恐らく野田村のバイオマス、一戸がもう

起工式が終わりましたので、そして、その八戸が、ま

た、新たにこれに近郊で加わるということで、恐らく

もうその数量とか、そういう状況、納める数量とか、

いろいろそういったこと等に業者側が恐らく対処でき
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ないんではないかなと、すごくうれしい方向に危惧し

てるんですが、そういった関係上、人材育成ができれ

ばなと、そういうふうに捉えておりますが、何らかの

その辺によい話が、処方がございますれば、お聞かせ

いただきたいんですが。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  今度の議会でも後継

者対策という、いろいろなご質問をいただきました。

確かにもう喫緊に取り組んでいかなければならない大

きな課題だというふうに思っております。 

 対応とすれば、二つあるのかなというふうに思って

おります。一つは、新規就業者のためにこの誘導施策、

そこに支援をしてやるというのが一つだと思います。 

 ただ、それは、抜本的な解決策にはならないだろう

というふうに思ってるところで、突き詰めて言えば、

もうやはりその職業で食べていける。いかにそういっ

た環境をつくっていくか。それにかかってるだろうと。

それがない限り、いくら新規就業者が入ってきても、

また離職してしまうということになるだろうというふ

うに思っております。 

 そういった中で、林業、かなり50年、60年で取り組

んでいく産業でございますので、今まで、かなり閉塞

感があったというふうに思っております。 

 今、木ノ下委員さんがおっしゃったように、東日本

大震災以降、各地で木質バイオの取り組みが始まって

おります。久慈市もそういった意味で頑張っていきた

いというふうに思っておりますけれども、一方で、確

かにその木材の供給が本当にできるのかと、そういっ

た部分が大きな課題になってくるだろうと。木質バイ

オマスがうまくいかない大きな一つの要因として、計

画はつくったんだけども、大きな計画で、そこに木材

が供給し切れないと、そういった課題があるというふ

うにこちらでは認識しております。そういった反省に

立って、久慈市では、身の丈に合った、そのわずかな

量でも最大の効果を生むように、そんな計画を今して

いるところでございまして、大変この場をお借りして、

こんなことしゃべるのあれですけれども、一時ストッ

プしておりますけれども、ぜひこれは今９月19日の申

請に向けて、担当者、この短い期間で３回上京して省

庁と当たって指導を受けてきております。その中です

ごい前向きな意見とかご指導をいただいてきてるとい

うふうに思っておりまして、可能性はかなりあるので

はないかなというふうに捉えておりますので、その辺

もご了承をいただきたいと思います。 

 また、水産業につきましても、これも周年で。今定

置のサケ、そして、ウニ、アワビ、これは大事です。

これは絶対ベースとして必要だと思いますが、それに

プラスして、周年で収入を得られるような仕組みを県

と一緒になって考えていきたいと。その中の一つとし

て、ナマコを本年度取り組んでいきたいと。これは各

生産部、ぜひ単価さえ合えば取り組みたいという意見

をいただいたところでございますので、そういった取

り組みを本年度積極的に進めていきたいというふうに

思っております。 

○委員長（畑中勇吉君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  これは質問というより、今のバイ

オマスの状況になろうかと思いますが、いわゆるバイ

オマス、木質バイオマスをこの辺より九州のほうが早

く大分早く大がかりにやっておりまして、今九州方面

では、もう既に材料の不足で大変な状況になってると

いうことでございまして、私もこの久慈近郊、岩手県

の久慈の近郊の状況がすごく心配だなと捉えておりま

して、ぜひその辺のご協力をお願いしたいものだなと

いうことでございます。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  山田林業水産課長。 

○林業水産課長（山田一徳君）  いずれその辺の部分

については、うちのバイオマス、よそから比べれば本

当に小規模なバイオマスなんですが、その中で成功事

例として、ぜひ他のモデルとなるような事業として進

めていきたいというふうに考えておりますので、ご協

力をいただきたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費、質疑を許します。上山委員。 

○上山昭彦委員  135ページなんですけれども、中段

より少し上に委託料がございます。地域ＰＲキャラバ

ン設置事業と、その下の街なか交流観光誘客事業につ

いてでございます。こちらは、施策のほうを見てます

とＰＲキャラバンのほうが13人緊急雇用ということで

すね。街なか交流観光誘客事業のほうが５人という緊

急雇用を使っているみたいですが、金額に対してこの

人数に少し開きがあるようですが、全部が人件費とい

うわけではないでしょうが、この辺のご説明をお願い

いたします。 
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○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ただいま地域ＰＲキャ

ラバン設置事業と街なか交流観光誘客事業についてご

質問いただきました。事業費と人件費といいますか、

雇用している人数の関係についてだと認識しておりま

す。 

 こちらのＰＲキャラバンにつきましては、ご指摘の

とおり、事業費が約3,300万で13人の雇用となってお

ります。 

 そして、街なか交流観光誘客事業につきましては５

人となっております。こちらは、ＰＲキャラバンにつ

きましては、こちらの事業を街の駅くじに委託をしま

して、各種イベント実施によりますＰＲ活動を行って

おり、主に土風館で勤務していただいる方々となりま

す。 

 また、街なか交流観光誘客実践事業につきましては、

こちらは広域観光協議会に委託をしまして、駅前での

観光ＰＲや特産品等の販売を行っている大判小判のと

ころでの業務となっております。 

 そして、こちらのＰＲキャラバンの人員が13名とい

うことになっておりますので、それについて少しご説

明をさせていただきます。 

 ＰＲキャラバンにつきましては、中心市街地活性化

の中核を担う施設として設置したやませ土風館におい

て、案内人等を配置しているもので、人件費割合が

79％と、かなりの割合が人件費となっています。 

 一方、街なか交流事業のほうにつきましては、人件

費割合が50％ということで、人件費以外の経費をある

程度見ているものになっておりますので、そういった

ところで人件費割合が違うことから、このように人数

が一方が多くなっているものであります。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  ありがとうございます。人件費割合

が３割ほど違うようでございます。そうしますと、街

なか交流観光誘客実践事業のほうでは、人件費以外の

分、３割ぐらい違うわけですが、別な事業が入ると思

いますけれども、その辺の事業の内容については、ど

のようになってるでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  事業の中身についてで

ありますけれども、街なか交流観光誘客実践事業のほ

うにつきましては、大判小判の事業実施はもとよりで

ありますが、県内外へのイベントの実施とか、また、

こちらの東北自動車道の岩手山サービスエリアでのＰ

Ｒ活動を、ただいまちょっと件数、回数等は資料はあ

りませんが、かなりの期間実施したというところもあ

りまして、旅費その他の経費がかかっているものであ

ります。 

 一方で、ＰＲキャラバンにおきましては、どちらか

と言いますと、外に出てＰＲをしたというものではな

くて、あまちゃん効果により外部からいらしたお客様

を土風館で受け入れたという部分が多くなっています。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  イベントをたくさんしていただいて

誘客していただいたということでわかりました。 

 そこで、ここの当初予算がＰＲキャラバンのほうを

見てみますと4,600万ということで、街なかのほうが

2,900万ほどになっていて、ここが相当少ない決算と

なっています。これは、緊急雇用の人を少なくしたの

か、それとも事業、雇用以外の事業を少なくしたのか、

その辺のことをお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  地域ＰＲキャラバン設

置事業についてですが、こちら委託先のほうの事務局

等のお話を何度かお伺いすることがありましたけども、

募集を出してもなかなか応募していただける方がいな

いということで、一時従業員の雇用に苦慮していたと

いうような情報は伺っております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  そうしますと、予定していた緊急雇

用の人員を確保できなかったということになると思い

ますが、今年度はもっと少ない人数でやっているよう

ですので、その辺は雇用の確保というのを確実にして

いただきたいと思います。 

 それともう一つ、その一段下の中心市街地活性化基

本計画策定業務委託料でございますが、こちら主要な

施策のほうの77ページを見てみますと、中心市街地の

活性化を図るために第２期中心市街地計画を策定しま

して、３月28日で内閣総理大臣に認定されたというこ

とで、この業務にかかわった委託料ということでよろ

しいでしょうか。 
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○委員長（畑中勇吉君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  ただいま

ご指摘をいただきました中心市街地活性化基本計画策

定業務委託料については、ご指摘のとおり、本年３月

下旬に内閣総理大臣の認定を受けました第２期の基本

計画を策定する上で業務を委託したものであります。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  そこで、過般、一般質問でも出まし

たけれども、それにお答え、市長のほうからお答えを

いただきました。今年度予定の国庫補助金は、見送る

というお話をいただいて、さまざま新聞等でも出てお

りますし、私もさまざまな商工団体やＮＰＯ法人等に

出向いた際には、そういうお話もお聞かせいただいて

おります。市長のほうからは、20年先、30年先という

のを見据えた形で見直したいということでございまし

た。私もそれには大賛成でございます。 

 ところが、その見直すにしましても、これは基本計

画を策定する段階でのことでございますけども、商工

会議所に中心市街地活性化協議会というものがござい

ます。そちらにも相談して、これは事業というか、計

画を決める場合は、相談しなければいけないというこ

とになってて、相談して決めたものだと思いますけれ

ども、それを補助金を申請しないという、そういう相

談というのは、協議会とはしなくてもよろしいんでし

ょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  ご指摘を

いただきました中心市街地活性化基本計画に基づいて

は、中心市街地活性化協議会の意見を付して申請をし

たという経緯がございます。 

 今回、９月の申請を見送ったことに対して、協議会

に説明は必要だったかというようなお話ではあります

が、現時点では、まだ正式なご説明はしておりません。

ただ、今後、今年度９月の申請を見送るということに

つきましては、活性化基本計画の今後の事務処理につ

いて、例えばそれが今後軽微な内容であれば、特別な

事務手続は要りませんけれども、ある程度の内容の変

更であれば、内閣府と協議をして、変更手続をとらな

ければなりません。また、その内容等について、今後、

詰めていってからの相談になりますが、そうした場合

に内閣府との計画の変更申請が必要になった場合には、

正式に協議会の方々のご意見を聞かなければならない

というふうに認識しております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  今、軽微なという話がございました

が、軽微な変更というものもこのマニュアルの中にど

のようなものがということで書いてございますね。多

分ご存じだと思いますけれども。これに軽微なものに

関しても、やっぱり総理大臣の認可が必要というふう

になっております。 

 それで、一般質問の際には、40のソフト事業は進め

るというお話もいただいております。この40以外の大

きいところをこれ変える、見直すということをお考え

かもしれませんけれども、その際に、本当に軽微と言

えるのかどうか、認識をお伺いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  先日の一

般質問等でも市長からもお答えをさせていただきまし

たように、今後とも真の意味でにぎわいを創出するま

ちづくりの整備計画を慎重に検討していくということ

としておりますので、その内容等が煮詰まった段階で、

その内容を内閣府とご協議させていただき、軽微なも

のになるのか、そうでないものになるのかによって事

務手続が進んでいくものというふうに認識しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  事務の進め方、それ

から、協議の進め方は、室長から申し上げたとおりで

ございます。 

 軽微な変更になるか、大きな変更になるか。そこの

ところは十分に内閣のほうとも相談をしていきたいと

思いますし、その指導に沿った形で方向性、計画の方

向性は決めてまいりたい。その際に、商工会議所のほ

うの協議会とも相談をさせていただく場面は当然とら

なければならないと思っておりますし、事前にアン

ケート調査が出た段階で、協議会を開いていただき、

その中で、そういった意見が多かったということで今

後詰めてまいりたいというご説明はしております。当
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然、その結果につきましても、協議を進める中でご協

議をさせていただきたいと、説明をさせていただきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  協議会との協議を進めてからという

ことでございますが、基本計画の中の一番最後のペー

ジですね。認定に適合してることの説明というページ

があって、一番本当の最後、一番最終行です。 

 事業の実施スケジュールが明確であることというこ

とということがございます。このスケジュールが明確

であることていうのは、ちゃんと決まっていて実施さ

れるということだと思いますけれども、それが、スケ

ジュールが決まってないということは認定基準に適合

しないということにならないんでしょうか。お聞かせ

ください。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  スケジ

ュールが今後、現時点で明確にならなくなったという

ことにつきましては、スケジュールが明確にならない

に当たるかもしれないと思っています。その辺も具体

的に内閣府にご説明をし、ご協議したいと思っていま

す。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  かもしれないということで、それは

どうなるかわからないということなんでしょうけども、

大きなソフト事業、40以外の大きなところを見直した

いというお話のようにも聞けるんですけど、そのソフ

ト事業以外の大きいところを見直すのは、本当の大き

くスケジュールが変わってくると考えられるんですけ

れども、そうしますと、認定の取り消しですね。認定

の取り消しの中を見ますと、認定基本計画の内容に反

する市町村としての方針等が作成された場合というと

こがありますね。その場合には、認定を取り消すこと

もありますとついております。市町村として、大きな

ところを変えるとなると、認定が取り消されるおそれ

が多分にあるようにも思いますが、その辺のご見解を

お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまのご質問、認定が

取り消されるおそれもあるのではないかというご心配

でございます。それはそのとおりだと思っております。

前回の一般質問等でも市長からお答えしておりますと

おり、見直しを進めるんだということでございまして、

それについて今の現状を内閣府等に、国のほうにご説

明申し上げまして、先ほど来、部長、課長からご説明

しているとおり、その軽微な変更でとまるのか、ただ

いまご質問があった認定取り消しという事態になるの

か。それについては今後の協議次第であるというよう

に考えているところでございます。 

 私も商工会議所の委員会に出席いたしまして、委員

の方々からは、いや、もう早急に進めるべきだという

ご意見の方もございましたし、今どき施設を建設する

と、建物を立てると、そういう時代ではないのではな

いのかというようなご意見もいただいておりますので、

それらもろもろのことを総合的に勘案して、市として

の方向をこの前市長からご答弁し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（畑中勇吉君）  上山委員。 

○上山昭彦委員  ありがとうございます。その辺は、

商工会議所というか、協議会ですね。中心市街地活性

化協議会のほうと十分に話を煮詰めながら進めていっ

ていただきたいと思います。 

 私が懸念しておりますのは、20年先、30年先で考え

ながらやるというのは、当然、この中心市街地活性化

基本計画だけではなくて、役所の中にはたくさん事業

がありますので、それらも含めてさまざまにやっぱり

20年、30年先を考えて、事業をやられておると思いま

すので、これもそれでよろしいかと思いますが、少し

今、観光客の皆さんが多く来て、久慈が見直されてい

るときに、少しだけ事業として早く進めたほうが久慈

の活性化になるのではないかという思いでお話してお

りますので、活性化という観点では皆様と同じ気持ち

だと思います。 

 もう一つ、最後に一つだけ申しわけございません。

135ページの下のほうなんですが、中心市街地出店費

補助金ていうのが150万ほどございます。これは当初

予算ですと100万でありましたけれども、1.5倍ほどに

ふえておりますが、出店する事業の方々がふえたとい

うことでよろしいでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保中心市街地活性化推進

室長。 
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○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  ご指摘を

いただきました中心市街地出店費補助金についてお答

え申し上げます。 

 委員ご指摘のとおり、当初予算100万円、１事業主

の最大額になっておりますけれども、予算を計上させ

ていただきました。決算といたしましては、二つの事

業主の方から出店をしていただきましたことから、こ

のような金額２件分ということでご理解いただきます

ようお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  まちなか水族館についてお伺いした

いわけですが、137ページの委託料の中にあるのかな

と思っていましたが、そのまちなか水族館にかかわる

事業と、どの事業かというのと、決算総額をお伺いし

たいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  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

まちなか水族館の運営につきましては、137ページの

下から七、八行目になりますが、海と魚の魅力全国発

信事業業務委託料で実施しております。 

 事業の概要についてでありますが、こちらは緊急雇

用を活用し、有限会社あくあぷらんつにまちなか水族

館の営業を委託しているところであります。 

 主な事業内容によりますが、生物の展示はもとより、

それらの毎月チャレンジ水槽や特別企画展の実施、各

他の水族館等への研修、勉強などを実施しているもの

であります。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  ここの建物を借用してるかと思いま

すが、この借用料、そしてまた、緊急雇用で何人ぐら

い雇用しているか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  まず、こちらの海と魚

の魅力発信事業におきましては、事業に従事する全労

働者数10名となっており、そのうち８名が失業者の雇

用という形になっております。ですので、新規雇用者

の失業者ということになりますと８名ということにな

ります。 

 そして、委託事業で実施しておりますので、賃貸料

について全てただいまお話がありました施設の借り上

げ料、全てではないと思いますけども、賃借料として

年間約270万を計上しております。 

 建物だけというのではございません。ちょっと建物

だけの資料に関しては、持ち合わせていないところで

ありました。取り寄せてご説明をいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  結構な270万大きな額なわけですが、

この８名は、新しい施設を今つくってるわけですが、

将来はできれば、この経験した人を採用するような方

向で考えてもらいたいと思っておりますが、その辺は

いかがでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  先ほどの賃借料の関

係270万というのは、全ての賃借料ですので、いろん

なリース物件がありますので、それを含めての話です

ので、確認してお答えしたいと思います。 

 それから、８名ということでございますが、これに

ついては、あくあぷらんつさんのほうへいわゆる委託

しておりますので、その委託事業の中であくあぷらん

つさんで採用しております。ですので、今後、新しい

施設については、指定管理ということで考えておりま

すけれども、それにつきましては、まだ、業者さんを

決定していないわけですけれども、経験豊富な職員の

方々にやっていただくのが、一番よろしいのではない

かというふうな考えを持っておりますので、その辺の

ところでご了承いただきたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  次に、139ページ、平庭高原の観光

にかかわってですが、先日も新聞で市長みずからが国

道沿いの白樺林の下刈り等をボランティアでやったと

いうようなことがありまして、市長も平庭の観光には

目を向けているなというので非常に期待しているとこ

ろでございます。 

 そこで、過去にあの地区で、平庭地区で観光関係者

の皆さんが屋根を、あの辺の建物の屋根をワインカ

ラーに統一しようということが当時の山形村であった

ようですが、それは引き継がれているのかどうか、お

伺いしたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  嵯峨産業建設課長。 

○産業建設課長（嵯峨文弘君）  引き継がれてるとこ

ろでございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員。 

○小倉建一委員  その辺をひとつ職員と共有しながら、
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考えを共有しながら、あの辺の建物等の統一感を図っ

てもらいたいということで、何か私の聞いた情報だと、

何か違う色でやってるような、ちょっと市役所も困っ

たもんだなというようなのが、去年あたりありました

ので、ひとつその辺は配慮していただきたいと思いま

すが、あわせて、そのほかにあの辺の使ってない施設

等もありますので、例えば、ビール工場等があったり、

あの辺も安く借り上げながら、何かに活用できるかな

と思ってましたので、いずれ平庭の観光開発にも、市

長もみずから行ってボランティアをやってるぐらいで

すから、どんどん職員の皆さんも目を向けて観光客を

誘致するように努力していただきたいと思いますので、

どなたでもいいですが、所見をお伺いしたい。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  平庭高原の活性化は、久慈市

の観光にとって大きなテーマだと思っております。こ

れまでは、ともすると葛巻町と対比をされる中で、ど

うもぱっとしない。頂上付近についても、店舗がほと

んど閉鎖されておりますので、立ち寄ろうと思っても

立ち寄る場所がないということがございました。私も

市長の仕事を始めさせていただきまして、まず、平庭

山荘の活性化からだと思っておりまして、人的な体制

も変えて、これからどんどん秋口、あるいはこれから

冬、スキー場もございますけれども、もっともっとイ

ベントを組んで、事業を組んでＰＲをして、集客を図

って、収支を上げて雇用の拡大、従業員の皆様の給与

待遇改善も図っていきたいと思っております。 

 あわせまして、平庭高原の活性化については、葛巻

町長からも強く言われておりまして、連携をとるため

には、従来のような対応ではだめだということがござ

いました。前日の平庭の白樺林の手入れもその一環で

参加しておりまして、これから定期的に市民の皆様に

たくさんボランティアで参加いただいて、自分たちで

自然を守ると。それを通じて平庭、もっと全国に売っ

ていくというふうな観点で取り組んでまいりたいと思

っております。 

 頂上付近の店舗、旧ビール工場含めての現状につい

ても、所有者の方と話を始めています。やっぱり状況

変わっていかないと、せっかくお見えになっても、お

客様が足をとめて食事をする場所がほとんどないとい

う状況ですので、トータルであの一体を変えていきた

いと思っておりますので、議員の皆様のご協力も賜り

たいと思っております。 

○委員長（畑中勇吉君）  小倉委員からの保留中の答

弁を求めます。久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  先ほど答弁保留にして

おりました海と魚の魅力全国発信事業におきます施設

の借り上げ料についてお答えをいたします。 

 年間で240万、月20万でお借りしているものです。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  それでは、私からも何点か質問した

いと思います。 

 135ページの先ほど来出てます中心市街地活性化の

関係ですけど、いずれしましても見直すということで、

当初の2014年から2018年度という計画はちょっと置い

といてということで、そういうふうに私は理解したわ

けであります。 

 それで、ひとつちょっと気にかかるのは、今回、ア

ンケートをとられたときに、ゾーニングの写真が三つ

出たわけです。それで、３番目が一番大きいスペース

のゾーニングの航空写真が一番賛成が多かったという

こと。そのことが新聞報道でも報道されまして、それ

から、人づてにも皆さん聞いてらっしゃるわけですけ

ど。以前、この計画の以前のときも大体同じぐらいの

ゾーンの計画だったと思うんですけど、そのときが大

体20名ぐらいの方が地権者でおられたわけですね。今

度、３番目のゾーンも大体同じぐらい、それよりもち

ょっと広くなったと思うんですけども、やはり例えば、

私がそこに生活してたり、それから、商売やってたり

したら、非常に、やっぱりあれだけオープンされます

と気になります、どうなんだろうなと。いつやってい

ただけるのかな。それともやっぱりだめなのかなとい

うふうにすごく気になると思うんですよ。 

 例えば、こういう方もおられました。ちょっとリニ

ューアルしたいんだけど、ばっちりやったがいいのか、

それともとりあえず２年ぐらい、一、二年のうちにま

た立ち退きとかあるから、それなりにやっといたほう

がいいのかなというようなことで心配してるという方

もおられたんですけど、そこら辺の市民の方に対する

フォローっていうんですか。メンタル的なフォローと

いうのもどのように考えてらっしゃるか、まずお聞か

せ願いたいと思います。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保中心市街地活性化推進
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室長。 

○中心市街地活性化推進室長（久保司君）  中心市街

地活性化事業についてご質問いただきました。 

 まず、市民の方々への情報提供についてであります

が、本年３月下旬の認定に向けましても、ある程度の

関係者の方々、区域、地権者になる可能性のある方々

には、久慈市でこのような計画を現在検討しているの

で、実施する場合はご協力いただきたいという旨のご

説明は想定できる全員の方々にさせていただいており

ます。 

 このたび、今年度の９月の申請を見送るということ

になったことについても、それらの方々には、ご説明

をしなければならないと思っておりまして、近日中に

皆様のところをお回りして、状況をご説明したいと考

えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  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。 

 市街地活性化の中で、土風館と駅前をつないだ一体

としたまちの活性化ということなんですけれども、実

は、空き店舗対策チャレンジ事業ていうのがあります

よね。チャレンジショップ事業というので。これあれ

ですか。この空き店舗の対象空き店舗ていうのは、大

体どれぐらい数あると把握されておりますか。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  市内中心市街地におけ

る空き店舗の数になりますが、実は、半年ぐらい、１

年ぐらい前でしたが、把握したいということで、会議

所等々の担当者等とも議論をしたことがございますが、

現実的に、例えばお店が閉まっていてもいろんな業務

をしている方もいらっしゃいますし、開けていてもも

うご商売としてはやっていらっしゃる方がいないとい

うことで、明確に把握することができないだろうとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  そういうことでございますか。いず

れ昨年は五つの店舗がチャレンジ、新しくされたとい

うことで、この平成26年までのうちに14年から37店舗

のうち20店舗がいまだに営業されているということで、

いずれ17店舗クローズされたわけですけれども、やっ

ぱ一番の原因は、やっぱりあれですか。売り上げが伸

びないということでしょうか、お尋ねします。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  チャレンジショップの

実績についてであります。 

 ご指摘のとおり、25年度までに37事業所の方がチャ

レンジしていただきまして、20の事業所の方が撤退を

しております。やはりご指摘のとおり、営業として継

続していけなかったものが一番の原因だというふうに

認識しております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  134ページの一番下の成功店モデル

創出の関係ですけど、ここに書いてありますのが、参

加店舗が４店舗ということですけど、実際に売り上げ

が増加したお店の数はその４店舗のうち何店舗ぐらい

あるんでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  成功店モデル創出波及

事業についてお答えをいたします。 

 こちらは、25年度４店舗の事業所で実施いたしまし

た。24年度まではその平均営業の率が、24年度まで受

けた方々は13％から20％上がっていたと思ったんです

けども、実は、今回平成24年度に実施した４店舗の

方々は、事業開始が間もないという理由から、売り上

げを前年度と明確に比較ができないものでした。しか

しながら、品ぞろえや配置の変更、職員採用のときの

考え方など指導していただき、参加店舗の皆さんから

は大変成果があったというふうにお話を伺っておりま

す。数字としては、事業開始が間もない事業所であり

ましたので、比較する数値を捉えられませんでした。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  ありがとうございました。 

 139ページの秋まつりの関係ですけれども、ことし

クライベダから市長さんご夫婦が来られて、ほかにも

来られるんですけど、お通りですか、お通りの日に一

緒に行進されるということ、計画でなってますよね。

それで、安全で優しい人が多い久慈市ですから、ない

と思いますけど、そういうガードというんですか。そ

ういう来賓の方をＳＰというんですか。結局そういう

関係の手配りていうんですか、計画とか、特に考えて

らっしゃらないかどうかということをですね、お願い
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します。 

○委員長（畑中勇吉君）  久慈総務課長。 

○総務課長（久慈清悦君）  国際交流の関係ですので、

職員がまず何人かつくようにします。あと、警察の警

備課長というか、警備課のほうにも情報提供しており

まして、制服とかではつかないかとは思いますが、そ

ばで警備していただく予定になっております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  市民の皆さんに聞かれること一つあ

ります、秋まつりで。市長さんがお馬に乗られるかど

うかということでございますけれども、そこら辺はど

ういうふうな計画でございますか。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  馬には乗せていただくことで

進めております。乗ろうと思っております。 

○委員長（畑中勇吉君）  小栁委員。 

○小栁正人委員  そうですか。その雄姿をじっくり拝

見させていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、よく観覧席の話があるんです

けれども、いつもちょっと足りないような、あれ以上

あれですか。もっとたくさんはつくれないですか、ち

ょっとスペース的に。いかがでしょうか。ことしも結

構中日に大友さんですか、来られたりするもので、結

構それなりにお客さん来るんではないかと思うんです

けど、そこだけ最後にお答えください。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  秋まつりにおけます桟

敷席についてのご質問だと受けとめております。昨年

度も定員数を60名で３日間実施させていただきました。

初日は、70名ぐらいだと記憶しております。お帰りは

60名ぐらいだったと思います。中日につきましては、

残念ながら利用していただく、申し込む方がいらっし

ゃらなかったことがありまして、無料で開放したとい

うような経緯がございます。 

 以上のようなことや、あと秋まつり実行委員会のメ

ンバー等と相談しているんですけれども、やはりあそ

この場面が一番見渡しがいいだろうと。そうすると、

植え込みとか、駐車場の関係で今ぐらいのスペースが

限界ではないかというふうに捉えておりますことから、

今年度も原則定数を60、昨年度と同じ部分で実施して

まいりたいと思っております。実施する際は、今年度

も料金1,500円でちょっとしたお土産つきということ

で対応してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員  平庭観光地について、若干話をし

たいと思いますが、数年前に、私議会で平庭高原のい

わゆる観光地にツツジを、あそこはレンゲツツジが有

名なわけですが、あれをいわゆるスキー場、あの国道

から、今の平庭の施設のあたりに一面にツツジを植え

て一大観光地にできないものかという話をしたことが

ございますが、その当時は、何かそれなりに答弁をい

ただいたような気がしますが、それ以降、手が加わっ

たと私は思ってないんですよね。300か500ぐらいのが

最も本数は植採したかに聞いたような気はございます

が、それにしても全然目立つような状況ではないと。 

 それと、一番、私今あそこしょっちゅう通って歩い

て気がついてることは、今の国道からスキー場側、あ

そこの闘牛場、あの辺が国道からはっきり見えないん

ですよね。これが私は一番の欠点だと思ってるんです

よ。あそこの地主さんは、小笠原さんは木を切っても

いいというふうにある程度考えてるやに私は捉えてお

ります。あれを恐らく半分ぐらいにすれば、今の観光

施設が丸見えになるだろうと。上のほうはそのままし

てもいいでしょうけども、あのせっかくの施設が闘牛

等をやっていても旗はいっぱい見えるんです、立って

あるんですが、全然見えないんですよね、闘牛場その

ものが。そこに人が集まってるかどうかさえわからな

い。何かいるらしいなと。駐車場に車が何となく見え

ると。いっぱいいるんだけども、そこで何やってるん

だろうなと。そういう感じでにしか見えませんので、

これはもう観光地としての私は一番の汚点ではないか

なと思ってるんですよ。汚点にはならないんでしょう

けど、言葉を大げさに言うと。いわゆるせっかくやっ

てるものが全然見えないと、あれぐらいの施設をつく

っていながら。先ほどの何か平庭に補助金を幾ら、何

億とか出してるという話はありませんでしたか、さっ

きちょっと前の答弁で。 

 いずれ、今の状態のままで人集めをしようと思って

も、私はかなり無理があると思います。例えば、地図

上は、そこが例えば、そこは市有林といいますか、そ

こが市の今昔は、山形町の土地やったんでしょうが、

若干20ヘクタールぐらい、10何町か20ヘクタール近く
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あったと思うんですが、もちろんその山主と地主とに

許可を得まして、あそこにやはり燃えるようなツツジ

の山を築くべきだと私は思ってるんですよ。そうする

と黙ってても人が来るんですよね。１本か２本のあの

ツツジは誰も感心しません。それが、あそこに例えば

10ヘクタールのとか、そういう単位のツツジが真っ赤

に、だから、オレンジの花が咲いたならば、誰も感心

すると思うんですよ。 

 ただ、だから、見えないとこに咲かせたってだめで

すよ。いわゆる峠から観光施設までの間ですよね。一

番目立つところ、そういう今の闘牛場に入っていく舗

装道路から、あの間は、だけども、あの辺を植採すれ

ば、全然観光地のイメージがまるっきり違ってくると

思うんですよ。 

 前にも私はこれに近いお話をしたことがあるんです

が、そのときは、それなりの答弁があったんですが、

それから何年になりますかね。さっぱり変わりばえし

ないなと。どうもその辺に観光課の皆さんなのか、そ

の平庭観光をつかさどる方々が気がつかないのか。ど

うも私は前からこの辺は情けないものだなと思って今

のお話しちゃったんですが、先ほど小倉さんの話を聞

きながら、ああそう言えば、そういうことがあったな

と思いながら話をしますので、ぜひ１本か２本の木じ

ゃなく、ともかく人がびっくりするような場所にして

ください。そうすれば黙ってても人が来ます。１本や

２本では誰も感心しません。これは10万本とか、例え

ば、そういう大げさな単位になれば、これは誰もどぎ

もを抜かれますので。今そういう場所はこの辺にあり

ませんから、ぜひそのようにしていただければと思い

ます。 

○委員長（畑中勇吉君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  非常に貴重なご提言を頂戴い

たしました。関係者の方もいらっしゃいますので意見

調整しながら、プロの方のアドバイスていいますか、

全体、あの一体をどうするかと、そういう観点からの

計画づくりが必要だなとお話をお聞きしながら考えて

おりましたので、そういった観点についても取り組ん

でまいりたいと思います。 

 やはり観光地にするためには、それなりの景観が必

要でございますし、ツツジはあそこの売り物と。実際

に道路で、車で走ってはツツジが見えない状況でもあ

りますので、そういったとこにいかに誘導するかって

いうのも策を練っていかなければいけないと思ってお

ります。ありがとうございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  きょうは、９月９日ですか。秋まつ

りもいよいよ10日後に迫ってきたということで、一般

質問ではあまちゃんに、139ページです。すみません。

あまちゃんのその依頼、出演者依頼でまだ具体ではな

いという答弁があったやにありましたが、今の環境で

どうでしょうか。いずれあまちゃんにかかわっては、

当初予算で100万円という予算を、１人100万円掛ける

６名という予算を措置してますので、中日には大友バ

ンドが先頭を切るというふうなこともあります。 

 19日のお通りに際して、消防団のほうにも警護の要

請が来てます、あまちゃんの出演者の警護ということ

で。昨年は、人力車に能年さんと宮本信子さんが２人

が乗って、非常に混雑したというようなことから、そ

ういったことも来てます。 

 今時点で、どういう交渉内容で、結果、どういう結

果が出てるのかというお知らせできればお願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  秋まつりにかかわっ

てのゲストといいますか、あまちゃん関係の皆さんに

お願いしておりました。市長のほうからも一般質問で

ご答弁申し上げましたけれども、９名の方にあまちゃ

ん関係お声をかけました。その中で、なかなかにやは

りドラマの好調さも影響してるのかなと思うんですけ

れども、仕事がかなり皆さん忙しくなってるという情

報もございます。 

 それで、現在のところ８名までちょっと来れないと

いうご返事をいただいておりまして、今お一方、まだ

確認といいますか、結論をちょっと持ち越していらっ

しゃる方がいらっしゃいます。なかなか、ただ厳しい

状況だなというふうには捉えておりましたけれども、

今まだ継続してお願いをしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  ＮＨＫ朝ドラ「あまちゃん」非常に、

あまロスも出るくらいの状況になっておりまして、そ

して、あれ以来、出演者が、本当にテレビにあっちこ

っち出てるんです。もう引っ張りだこだなというのは、

今部長の答弁でもなかなかに８名の方は無理だという

ようなことでありまして、よく理解できます。 
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 私は、この際、誰もというわけにはいかないと私は

思うんです、正直言ってね。これまでの交渉のありよ

う、直接交渉なのかということも含めて、交渉のあり

ようとか、それから、これからもやはり引き続きそう

いった交渉というのは必要なわけですけれども、と同

時に、予算100万円だったんだけれども、私は200万円

でもいいと思うんですよ、極端な言い方すれば。私は

それくらいのあまちゃんのスタッフは価値があると思

います。だから、100万円に当初予算とったけれども、

執行する際には、それこそ多少色をつけて交渉するく

らいの気持ちもあってもいいかと思うんだけれども、

そういった考え方はお持ち合せでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  交渉のあり方という

ことでございます。我々直接交渉といいますか、プロ

ダクションとか、そういった出演者との交流もありま

すので、そういったところからいろいろお願いをして

いるわけです。その中で金額のお話もありましたけれ

ども、実は、それぞれのタレントさんに当たりますと、

非常に久慈に対して好意的でございまして、それで、

金額がどうのこうのという部分ではないと捉えており

ます。非常に来たいんだけれども、スケジュールが何

ともというのがございまして、金額についても、我々

とすれば、ある程度予算をあまちゃん推進協議会のほ

うで予算措置をとらせていただいてましたので、柔軟

な考え方でお願いはしておりますけれども、そういっ

たタレントさんの気持ち的には来たいという部分、好

意的に捉えていただいてると思っています。 

 なかなかに、スケジュールとか、そういった部分で

合わない部分がございますので、なかなか厳しい状況

ではありますが、もう少し頑張ってみたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  濱欠委員。 

○濱欠明宏委員  このあまちゃんにかかわっては、実

は久慈市は、当時の産業部長、今の平庭の社長なんだ

けれども、そこが実は大きな窓口というか、それにな

ったというふうに思ってます。そういった意味では、

前の産業部長、今の平庭の社長もこの構想については

一緒に協力してやってるということなのか、それとも

産業部単独でやってるのかというのをひとつお聞かせ

願いたい。 

 それから、それはもちろん好意的ですよ。頭から銭

金の話はしません。がしかし、彼らもプロです。ボラ

ンティアの団体ではない、ボランティアの人たちでは

なく、やっぱりそれなりのプロ意識があって、それが

最終的にかちっとして、自分がどうなのかということ

だと思う。それを今回、その交渉を始めたのが、大体

いつごろだったのかというのもあるんですよ、正直言

ってね。当初予算ですから、本来であれば、もう３月

の段階で、ことしの３月予算決まった段階でもう交渉

に入っていれば、今その一人づつ来て８名までいった

のかわからないんだけれども、全体で８名に声かけた

のか、それとも一つひとつ確認をしながら現時点で８

名がだめで、９人目の人に声かけてるのかというのも

あっています。 

 いずれにしても、私はあまちゃんという大きな広告

塔、そして、しかも久慈というのをこよなく愛してい

ると私は思います。そういったそのスタッフに、女優

さん方に大いに年に一度のときをどなたかに割いても

らうような工夫も出演者同士の声掛け合いも私はあっ

てしかるべきなのかと思うんだけれども、そういった

環境の醸成というのも産業部としては取り組んでいく

必要があると思うんだけれども、常々のいわば感謝の

気持ちというか、そういうようなおもてなしの心を伝

えるというか、そんなことをやりながら、せっかくの

年に一度の大きな秋まつりが成功に導くように、大き

な要因でもあるわけですから、何とか成功裏に一人、

最低一人になりますか、今の話ですとね。何とか来て

いただけるように最善の努力をしていただきたいと思

うわけですが、もう一度お願いします。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  最善の努力をという

ことでございます。それにつきましては、もう精いっ

ぱい交渉、要請してまいりたいと思っております。 

 まず、交渉に当たって、その経過ということでござ

いますが、昨年度10月までアドバイザーとして活躍い

ただきました前産業振興部長につきましてもご協力を

いただきながら、アドバイス等をいただいたり、そう

いった部分については、時には直接交渉をしていただ

いたり、そういったものもしていただいております。

その中で、いろいろと交渉したわけでございます。そ

れから、交渉のスタート時期という話でございますが、

これはもう市長の一般質問の答弁でもお答えいたしま

したとおり、４月当初から、予算計上していただいた
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当初からお願いをしておりましたし、やはりできれば、

あまちゃんのそのメインのお三方をメインにお願いし

ながら、そのほかにもいろいろお声をかけていったと

いう経緯はございます。現在、なかなか厳しい状況で

はございますけれども、そういったことで交渉を続け

ているところでございます。 

 それから、久慈市と出演者の皆さんとのきずなとい

いますか、つながりというのは、絶やさないような形

で、例えば、一つには特別住民になっていただいてお

ります。そういったことで、毎年久慈市の特産品とい

うものもお送りさせていただいたり、そういったこと

でいろいろやりとりは常にやっているところでござい

ます。今後も何とか頑張ってまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  25年度のその緊急雇用の全体の金額、

まず教えください。 

○委員長（畑中勇吉君）  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つ

いてご質問いただきました。 

 25年度の実績をお知らせいたします。25年度につき

ましては、事業数35、事業実績額５億890万5,100円。

新規雇用の失業者を雇った数が162ということとなっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  25年度は５億ですが、たしか26年度

は半分ぐらいになったというふうにたしか聞いてるわ

けです。 

 それで、この緊急雇用事業を使って、先ほどの説明

では、海と魚の魅力発信事業、これは、まちなか水族

館のことでございます。この緊急雇用事業だからこそ、

入場料も無料なわけですよね。しかも、株式会社あく

あぷらんつに委託してるということから言えば、津波

でもとのもぐらんぴあ流されて、ある意味ではあくあ

ぷらんつの救済事業的な役割を果たしてきてるという

ふうな私は認識してるんですが、では、副市長の答弁

で、私の質問に対しては、今後どうするかまだ決まっ

てないというお話です。この緊急雇用事業はいつまで

続くかっていうことですね。これがあればこそ、今の

形でできるわけですよ。これが一般財源で入場料も取

らない、そんな形でできるかと、私はできないという

ふうに思うんです、そこまでね。その辺、どういうふ

うに考えてるのか、ひとつお聞かせいただきたい。 

 だから、たしか26年度半分になったというふうに思

うんだが、その辺を含めて今後の緊急雇用事業の見通

しはどうなってるのかお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  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26

年度の状況、25年度等と比較してというようなお話を

いただきました。 

 ご指摘のとおり、26年度現時点で補正等もあります

が、現時点で事業数が22、事業実績額が２億7,441万

7,134円となっております。 

 緊急雇用事業の来年度の見込みについてですが、現

在県等から情報いただいている部分におきましては、

平成26年度に実施している直営事業については継続は

ないといいますか、26年度で終了と。委託事業につき

ましては、26年度に新規で取り組んだものに関して、

27年度でも実施できるというようなこととなっていま

す。ただし、26年度実施しているものを27年度に２カ

年実施できるということでありますが、こちらは、予

算の範囲内であったり、それぞれ優先順位等があって、

100％全てを継続できるというようなものではござい

ません。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、見通しといいますと、

平成27年度までいきますと、平成26年度、だから５億

の半分の2.7億円ですね。そうするとさらに金額的に

は減るというふうに予想されます。直営事業はいいん

だけれども、いいといいますか、新規の分については、

次でもいいんだけれども、従来のものは、なかなか難

しいというような答弁ですけれども、そうしますと、

このまちなか水族館は新規じゃなしにずっと継続事業

ですよね。それは平成27年度も対象になる、この緊急

雇用創出事業の対象になるというふうになるんですか。

そこをちょっとお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  久保商工観光課長。 

○商工観光課長（久保司君）  ただいまご質問いただ

きました緊急雇用創出事業についてですけれども、私

のちょっと説明が悪かったかもしれませんが、ことし

行っている直営事業は今年で終わりです。来年はあり

ません。 
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 そして、ことしの海とともに歩む復興推進事業につ

いてでありますが、こちらは、新規事業扱いで取り組

んでいるものでございます。内容等を再検討し、新た

な取り組みとして県に要望し、平成26年度から実施し

ているものでありますので、予算等がクリアできれば

27年度も実施が可能というふうに認識しているところ

であります。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  ちょっとすごい扱い方ですね。私が

やればずっと継続してるのに、何か新しいのを取り組

んだから、新規の取り扱いもできるんだという、そう

いうとり方で27年度もやるんだと。 

 だから、見通しとして、この緊急創出事業が、じゃ

27年度できたらその28年終わるのかといった場合、ま

たその２年間はいいとしても、さらに次もまた新規と

して申請するということになるんですか。県でそうい

う話になってるかしれませんが、いずれ県がこのまち

なか水族館のことを３・11以降ずっとやっていますよ

ね。そういった中で、平成26年の新規事業として扱う

んですか、県は。そういう申請を受け付けるんですか、

県は。虚偽の申請じゃない、そしたら。全くどういう

意味で新規なんですか、これ。 

 いや、今の話だと新規以外はだめ、ことしの新規は

いいですよと。長期はだめですよと。継続したのはだ

めですよという中で、今の説明では、平成26年度新た

な事業として位置づけたから、新規として位置付けて

来年も申請しますという今説明でしたよね。そんなお

かしいじゃないですか。これその説明は。 

 入場無料でやってますよね。何十万来たというふう

に言って、10万だか20万来たというふうに記念やって

ましたが、それはそれでいいんですが、ただ、いつま

でも緊急雇用事業でやってれば、今の感じできるんだ

けど、これが一般財源全て出して、今度4,000万です

よね、3,900万ですよ。4,000万ですよね。この中では、

さらに新しいもぐらんぴあ10億かけてつくると。そっ

ちはそっちで委託料幾らかまだ計算してないという話

でしたかわかりませんが、相当な委託料かかるわけで

すよ。本当真剣に考えてほしいのはそこなんです、私

は。 

 それできたら、それ二つあってもいいかもしれんけ

ど、それが本当に久慈市の財源の中でできるのかと。

しかも緊急雇用創出事業は未来も続くわけじゃないで

しょう。そしたら、なくなった時点で、やっぱり再検

討するとか、あるうちはやるとかって、それはわかり

ますけどね。平成27年度までに、今言ったように26年

新規事業として扱って申請しますという答弁は、私は

どうも納得いかないんですが、この目途、私は、はっ

きりさせるべきだと思うんですよ。久慈市の財政事情

から言っても10億の新しい施設とさらに継続してこの

まちなか水族館続けるというのは、私はかなり無理が

あるというふうに私は思うんですが、そういう認識は

立ちませんか、お聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいままちなか水族館に

かかわってのご質問いただきました。来年度の27年度

のこのまちなか水族館にかかわっての考え方でござい

ます。 

 新しいもぐらんぴあ完成するわけでございますので、

この緊急雇用事業があるから、まちなか水族館を継続

してやっていくという考え方には立っておりません。

前にもご答弁申し上げておりますが、まちなか水族館

に関しては、その新規のもぐらんぴあとの関係、そし

て、まちなかのこのにぎわい創出、それらもろもろ、

そして、経費の関係等もございます。それらを含めて

総合的に判断してまいりたいというふうに考えており

ますので、緊急雇用事業で予算が確保できるから、そ

のまちなか水族館を継続してやっていくんだという考

え方には立たないというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  そうしますと、確認しますが、今の

時点だと、たまたま今緊急創出事業の予算を削って使

っていますが、あってもなくても続けるということで

すか、そうすると。そういう意味で捉えていいんです

か。 

 今の言い方というのは、緊急創出事業があるからや

ってるわけじゃないという話ですよ。たまたまこのず

っとこの予算でやってきました。平成27年度はそうい

うことで申請したいと言ってる。今、街のにぎわいの

関係も勘案して云々といいましたが、そうしますと、

それを考えれば、今後は一般財源でもやり得るという

ことで捉えていいんですか。その辺ちょっとお聞かせ

ください。 
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○委員長（畑中勇吉君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  私が答えたのは、27年度の

まちなか水族館の考え方についてお話したわけでござ

いまして、今先ほど部長、課長からこの緊急雇用の事

業が27年度も対象になるんだということでございます

が、この緊急雇用事業があるから、そのまま継続して

やるんだということではございません。その時期にや

めるか、進めるか、その時点で判断するということで

ございます。 

 例えば、11月ごろですか。新しいもぐらんぴあが

オープンできるわけですが、その前に判断することに

なろうかと思います。よろしいでしょうか。 

○委員長（畑中勇吉君）  城内委員。 

○城内仲悦委員  それはそれで了解しました。 

 もう一つ、あまちゃんの関係でずっと街なかのシャ

ッターに絵をかいていろいろやってますが、景観をよ

くしてきておりますよね。私見て思うんですが、まち

の景観考えたときに、久慈駅の周辺見たときに、ちょ

うど玉屋さんの筋向かいの古い店舗が、昔、お菓子屋

さんやったところがありますよね。壊れたまま非常に

見苦しいといいますかね。街並みの景観とすれば、極

めて問題だというふうに私は思うんですよ。そういっ

た意味では、いわゆるシャッターにかくこともいいで

すよ、いいんですが、ああいう場所の表面だけ借りて、

市がきれいにコンパネなりいいのを張って、そこにき

ちんとああいうあまちゃんの絵をかくとか、何か景観

をよくするための対策。解してくれって言えば金がな

いから解さないとか、さまざまありますよ。しかし、

表だけ借りて、きれいにして、街並みの景観をよくす

ることも私必要でないかというふうに思うんですが、

そりゃ田舎のほうの空き家があったについてはそりゃ

いろいろ問題があるけれども、それとやっぱり街なか

の景観をよくしたいとずっとやってきて、あの関係で

は来てくださいということをやりながらやってる中で、

その辺の考え方ですね。もうちょっと街の人たちと対

話して、ここ市としてはこう考えてると、こう少しこ

う景観よくしたいんだがっていう話を地主として、そ

して、一定の金もかかるわけですけれども、そういっ

た点での改善方というか、景観をよくするという、街

並みの景観をよくすることについて検討すべきじゃな

いかと思うんですが、その辺をお聞かせください。 

○委員長（畑中勇吉君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただいま駅前の空き

店舗の対策ということでございます。 

 確かにシャッターにあま絵をかいて街並みの景観少

しでもよくしようということで、商工会議所を中心と

して取り組んでいただいているところでございます。

ただいまお話のあった部分についても、一つの方法で

はないかなというふうには思います。 

 ただ、地主さん、持ち主さんもあるわけですので、

そういったところともいろいろ協議をしてみなければ

ならない部分もありますし、どういった方法があるか、

いろいろと考えてみたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（畑中勇吉君）  質疑を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○委員長（畑中勇吉君）  この際、お諮りいたします。

本日の審査はここまでとし、以降はあした10日審査を

行うことにしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（畑中勇吉君）  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。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後３時46分   散会   
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