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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、中平議員及び堀崎議員より

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、畑中勇吉君。 

    〔清風会代表畑中勇吉君登壇〕 

○７番（畑中勇吉君）  清風会、畑中勇吉でございま

す。平成26年12月第21回久慈市議会定例会に当たり、

会派を代表して、市政を取り巻く諸課題について、市

長並びに教育長に一般質問をいたします。 

 初めに、去る９月27日11時52分に発生した御嶽山の

火山噴火災害は、戦後 悪の事態となりました。犠牲

になられた方々のご冥福をお祈り申し上げますととも

に、ご遺族の皆様、被災された方々に対し、謹んでお

悔やみとお見舞いを申し上げます。 

 それでは、通告に従い質問いたします。 

 第１の質問は、市町村合併の総括について。来年度、

合併10周年を迎えるが、新市としてのこれまでの実績、

課題と対策についてお伺いをいたします。 

 第２の質問は、合併10周年記念事業の実施について、

記念式典を実施することに加え、市民から自発的な企

画を公募して、記念事業を実施すべきと考えるが、今

後の取り組み方をお伺いいたします。 

 第３の質問は、公共施設等総合管理計画について、

２点お尋ねします。１点目は、既存の公共施設マネー

ジメント計画等で、公共施設等総合管理計画に組み込
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めるものがどれぐらいあるのか、また、計画実施の際

の具体的な財源の裏づけについてお伺いいたします。 

 ２点目は、侍浜町のふれあい交流センターは、木造

で、築約20年が経過しており、長寿命化には今のタイ

ミングでの対策が有効と考えるが、今後の計画につい

てお伺いをいたします。 

 第４の質問は、地震、噴火、防災について、２点お

尋ねします。１点目は、八戸市において、 大で２万

5,000人の死者が想定されるという太平洋側海溝型地

震の発生により、当市で想定される被害の状況と対策

についてお伺いいたします。 

 ２点目は、約5000年前の噴火により、当地域に多大

な火山灰が降り積もり、富士山の数十倍の噴火エネル

ギーが潜在するという十和田火山等が平成26年11月に

火山噴火予知連絡会の常時観測火山に追加されたが、

当市と県内外防災組織との火山の防災連絡体制につい

てお伺いをいたします。 

 第５の質問は、副市長１人制について。１人制にし

たことによる負担が増加していないか、事務分掌及び

財政効果の状況についてお伺いをいたします。 

 第６の質問は、地方創生について、２点お尋ねしま

す。１点目は、地方創生交付金について、子育てしや

すい環境づくり、若者の地元就職、定住しやすい施策

や中心市街地活性化など、自由度があって地方がにぎ

わうような制度の拡充を全国市長会などを通じて要望

する考えがあるかお伺いいたします。 

 ２点目は、来年４月から導入予定のシティマネージ

ャー制度を当市として活用する考えがあるかお伺いい

たします。 

 第７の質問は、ドクターヘリについて、緊急患者輸

送は時間との戦いと言われるが、県境を越えた効率的

運行と県立久慈病院以外の臨時ヘリポートの充実に向

けた要望活動の取り組み状況についてお伺いいたしま

す。 

 第８の質問は、通学支援バスについて、久慈高校山

形校の統合に伴い、平成20年から行われている通学支

援バスの運行は来年度も維持されるのかお伺いいたし

ます。 

 第９の質問は、再生可能エネルギーについて。電力

会社の再生エネルギー買取制度受付中止を受けての当

市における状況と復興計画及び再生可能エネルギー推

進計画の変更状況についてお伺いいたします。 

 第10の質問は、ＮＰＯ法人北三陸塾について。市民

へのメリットをどのように捉えているのかお伺いいた

します。 

 第11の質問は農業振興について。米価の下落に伴い

減収となる稲作農家への影響とその金額、対応策につ

いてお伺いいたします。 

 第12の質問は、観光振興について、２点お尋ねしま

す。１点目は、全国の大学生と協働で秋まつりや各種

イベントを実施し、交流を促進する考えがないかお伺

いいたします。 

 ２点目は、三陸ジオパーク、みちのく潮風トレイル

への入り込み数と今後のコース、看板及び史跡復元の

整備計画についてお伺いいたします。 

 第13の質問は、第２期中心市街地活性化基本計画に

ついて、２点お尋ねします。１点目は、今年度予定し

ていた国庫補助事業の申請見送り後の具体的計画内容

をお伺いいたします。 

 ２点目は、今後も市民からの意見聴取を続ける方針

と仄聞するが、具体的手法をお伺いいたします。 

 第14の質問は、復興道路への産直施設等の設置につ

いて。災害時の使用を視野に入れ、切り土、盛り土の

工事中に用地造営を目指し、久慈広域で複数箇所の施

設設置を目標に要望すべきだが、その考えがないかお

伺いをいたします。 

 第15の質問は、危険木除去について、県道侍浜停車

場線の危険木除去の状況についてお伺いをいたします。 

 第16の質問は、津波浸水区域内学校施設の対策につ

いて２点お尋ねします。１点目は、長内小学校、久慈

湊小学校の安全対策について、今後の取り組みスケジ

ュールをお伺いいたします。 

 ２点目は、津波浸水区域外に校舎を建設した小袖地

区学区の取り組みを参考にすべきだが、考えをお伺い

いたします。 

 第17の質問は、「まちなか文化祭」の開催について。

市民の多様な文化・芸術活動はまちづくりの有効な手

段であり、新市10周年を飛躍のための新たなステージ

と捉え、現在の市民芸術文化祭の規模を拡大し、中心

市街地において、「まちなか文化祭」を開催してはど

うかと思うが、考えをお伺いをいたします。 

 第18の質問は、久慈城址について、２点お尋ねしま

す。１点目は、久慈城跡の用地取得に向けた取り組み

状況についてお伺いをいたします。 
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 ２点目は、地元の団塊世代などの大工職員の技術を

生かし、久慈城の再建と久慈城跡に古い民家などを移

転、復元して、歴史民俗資料館を整備すべきだが、考

えをお伺いいたします。 

 第19の質問は、労働スポーツ大会の開催について、

２点お尋ねします。１点目は、県道野田長内線などを

活用した「あまちゃんロードマラソン大会」を開催す

る考えがないかお伺いいたします。 

 ２点目は、遠別川沿いの市道川井線から県道野田山

形線を経て平庭高原に通じるルートや川又川沿いの市

道川又橋場線から角掛峠、内間木洞にかけてのルート

を活用した自転車ヒルクライム大会を開催する考えが

ないかお伺いいたします。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  清風会代表、畑中勇吉議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、市町村合併の総括についてお答えをいたし

ます。 

 当市は、平成18年の３月、旧久慈市と旧山形村が合

併し新久慈市が誕生してから来年度で10年が経過する

こととなりますが、これまで新市建設計画に基づき、

新市の一体性の速やかな確立、住民福祉の向上、新市

の均衡ある発展の実現を目指し、各種施策を展開して

まいりました。 

 これまでの実績といたしましては、学校給食セン

ター改築事業、下長内旭町線整備事業、久慈小学校改

築事業、来内小学校改築事業、地域コミュニティ振興

基金への積み立てのほか、合併特例債などを活用した

事業などであります。 

 一方、野球場建設事業など新たな課題に対応する必

要があることから、今後、新市建設計画の見直しを行

い、より効果的な活用を検討してまいります。 

 次に、市政施行10周年記念事業についてであります

が、記念式典のほか、各部課で実施いたします関連事

業について、10周年を記念する内容を盛り込み、連携

をしていくこととしており、これらの事業を契機とい

たしまして、市民とともに笑顔あふれるまちづくりを

進め、さらなる市政の発展につなげてまいります。 

 また、地域団体など、市民の皆様が自発的に企画運

営する市政施行10周年を記念する事業につきましても、

共催、後援するなどして、市民の皆様とともに事業を

行ってまいりたいと考えております。 

 次に、公共施設等総合管理計画についてお答えをい

たします。 

 まず、既存の公共施設マネージメント計画等と策定

中の公共施設等総合管理計画との関係についてであり

ますが、国が示す公共施設等の範囲には、いわゆる箱

物のほか、道路、橋梁などの土木構造物や上下水道施

設などのインフラ資産を含むものとされており、イン

フラ部分につきましては、既に橋梁、都市公園及び下

水道施設に関する長寿命化・更新計画が策定されてお

りますことから、それらの計画を取り込んだ一体的な

公共施設等総合管理計画となるものであります。 

 また、計画実施に係る具体的な財源についてであり

ますが、既存の補助制度などの活用を図るほか、国で

は公共施設などの更新等に際しては、民間の技術、ノ

ウハウ、資金などを活用することが有効な場合もある

として、公民連携の積極的な活用を促しているところ

であります。 

 さらには、本計画に基づく施設除却に対し、新たな

地方債の特例措置が創設されたところであります。 

 次に、ふれあい交流センターの長寿命化についてで

ありますが、来年度、当該管理計画の個別施設計画を

策定することとしているところであり、各施設ごとの

長寿命化対策につきましては、緊急度、優先度などを

勘案しながら、総合的に検討してまいります。 

 次に、地震、噴火、防災についてお答えをいたしま

す。青森県が示しました太平洋側海溝型地震発生時に

よる地震・津波被害想定でありますが、これは、青森

県が独自に青森県内の 大規模の地震及び津波を想定

し、浸水予想図をもとに被害状況をまとめたものであ

ります。岩手県に確認したところ、太平洋側海溝型地

震の被害想定について、現在調査中であり、取りまと

めた後公開すると伺っております。対策といたしまし

ては、青森県の調査書にありますとおり、地震発生後

の迅速な避難により、大幅に被害を減らすことができ

ることから、市といたしましても、地震発生後、速や

かに防災行政無線や緊急速報メールなどを活用し、市

民の皆様への周知を図り、迅速に避難できるよう対応

してまいります。 

 次に、県内外防災組織との火山の防災連絡体制につ

いてでありますが、岩手県地域防災計画において、当
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市は岩手山や八幡平などの火山周辺の市町村には指定

されていないところでありますが、大規模な火山噴火

が発生するおそれがある場合には情報収集に努めると

ともに、関係機関との既存の防災連絡体制を活用し、

対応してまいります。 

 次に、副市長１人制についてお答えをいたします。

まず、１人制にしたことによる負担についてでありま

すが、要望活動、地域行事等、多様な場面で対応が求

められるものでありますが、支障が出ないように、組

織として対応しているところであります。 

 次に、事務分掌についてでありますが、副市長は市

長を補佐し、政策・企画などをつかさどり、職員の事

務を監督しております。財政効果といたしましては、

副市長１人制により、４年間の任期に係る経費として、

5,600万円程度削減されると試算しております。 

 次に、地方創生についてお答えをいたします。まず、

地方創生交付金についてでありますが、地方の創意工

夫を 大限に生かしながら、人々のライフステージに

応じた総合的な対策を実施できるようにするため、自

主的・自立的に活用できる財源の創設についての提言

を、去る11月13日に全国市長会において決定し、関係

府省等に対し、提出したところであり、その実現につ

いて要請しているところであります。今後は、国など

の動向を注視しつつ、当市において、地方創生につな

がる事業の立案に積極的に努めてまいります。 

 次に、日本版シティマネージャー制度の活用につい

てでありますが、政府においては、地方創生に積極的

に取り組む市町村に対し、意欲と能力のある国家公務

員、大学研究者及び民間人材を首長の補佐役として派

遣し、地域に応じた処方箋づくりを支援することとし

ております。対象団体は、市町村長が地方創生につい

て明確な考えを持ち、派遣人材を地域の変革に活用す

る意欲を持っていること、市町村まち・ひと・しごと

創生総合戦略を策定し、実施する市町村であること、

原則人口５万人以下であることとなっております。 

 当市といたしましても、人口減少対策と各施策を有

機的に連動させる総合戦略の策定と推進を行うために

必要であると考え、シティマネージャー派遣制度の利

用を希望しているところであります。 

 次に、ドクターヘリについてお答えをいたします。

まず、岩手、青森、秋田の北東北３県によるドクター

ヘリの広域連携運航に係る進捗状況についてでありま

すが、これまで北奥羽開発促進協議会など、関係団体

と連携し、広域連携運航の柔軟化を各県に求めてきた

ところであります。 

 去る10月には、ドクターヘリの運航マニュアルが改

正されたところでありますが、さらなる効率的な運航

に向け引き続き要望活動を行ってまいります。 

 また、県立久慈病院以外の離着陸場所、いわゆるラ

ンデブーポイントにつきましては、久慈市内において、

小中学校などを中心に32カ所が指定されているところ

でありますが、冬期間における積雪などの影響も考慮

しながら、幹線道路近くの新たなランデブーポイント

について検討してまいります。 

 次に、通学支援バスについてお答えをいたします。

通学支援バスは、県立高等学校新整備計画に基づく、

久慈高校山形校の統合に伴い、平成20年度から平成22

年度までの３年間を限度として、岩手県の助成を受け

て運行してまいりました。その後は、１年ごとに助成

が継続となり、現在に至っているところでございます。 

 市といたしましても、通学手段の確保のためには必

要な運行であると考えているところであり、本年10月

には、山形町内の中学生の保護者並びに市内の高校へ

通う生徒の保護者とともに、岩手県教育委員会に対し

て助成の継続について要望を行っており、現在、県に

おきまして、新年度予算に向けて検討している状況で

あると伺っておりますので、今後とも、引き続き助成

の継続について県に働きかけてまいります。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。東北電力による発電設備の連携申し込みに対す

る回答保留について、市として保留案件の件数などは

把握しておりませんが、検討段階の事業者にとりまし

ては、事業化に大きな影響を及ぼすものであると考え

ております。現在、国ではワーキンググループを設置

し、対応策の整理検討を行っておりますことから、市

といたしましても、現時点では、復興計画等に掲げる

再生可能エネルギーの取り組みについての変更などは

考えておりませんが、引き続き、国の動向を注視して

まいります。 

 また、当地域におきましては、回答保留の措置がと

られる以前から送電網の受入可能量が不足し、大きな

課題となっておりますことから、再生可能エネルギー

の一層の導入促進を図るため、関係機関、団体などと

の連携のもと、国に対し、送電網の強化を働きかけて
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まいります。 

 次に、ＮＰＯ法人北三陸塾についてお答えをいたし

ます。この団体は、久慈医療圏の医療・介護・福祉に

携わる職員を中心とした意見交換。情報共有の場とし

て設立され、療養介護が必要な方を関係機関が連携し

て支援する体制づくりを進めることを目的に発足した

法人であります。 

 また、同法人が計画しております被災地域情報化推

進事業についてでありますが、この事業は、久慈医療

圏において、病院、診療所、薬局、介護施設などが保

有する患者、住民の医療、健康情報を安全に記録・蓄

積・閲覧する地域情報連携基盤を構築し、医療従事者

などの関係者が診療内容、検査データ、処方、介護内

容などの必要な情報を共有できる仕組みを整備するも

のであります。 

 市民のメリットといたしましては、情報共有により

まして、診療時間の短縮、検査及び処方の重複防止の

ほか、情報データを遠隔地の外部サーバーに保存する

ことにより、大規模災害時等においても、施設のサー

ビスを継続することができることから、医療・介護・

福祉施設のサービス利用、利便性の向上につながるも

のと考えております。 

 なお、同法人におきましては、接続施設の個別ヒア

リングを実施しながら、各施設からの意見などを踏ま

えた形でシステム構築事業を推進していると伺ってお

りますが、市といたしましても、事業の充実が図られ

るようさらに支援してまいります。 

 次に、農業振興についてお答えをいたします。米価

下落に伴う稲作農家への影響についてでありますが、

農家所得の減少により、今後の農業経営に対する資金

繰りに支障を来すものと捉えております。影響額につ

きましては、米、畑作物の収入減少影響緩和対策の交

付金や農業協同組合の米の本生産が完了していないこ

とから、詳細な金額をお示しすることができない状況

でございます。しかしながら、新岩手農業協同組合の

試算によりますと、「いわてっこ」10アール当たり約

３万8,000円の減収見込みであると伺っております。 

 なお、農林水産省が取りまとめました９月末の平成

26年度産米の相対取り引き価格は、対前年度比85％程

度となっている状況であります。また、対応策といた

しましては、当面の資金繰り対策として、米の直接支

払い交付金の年内支払いが実行されたところであるほ

か、県とＪＡいわてグループが創設した無利子の「米

価下落緊急対策資金」を営農運転資金として活用する

ことが可能となっております。市といたしましては、

関係機関、団体と連携し、低コスト化に向けた集落営

農の仕組みづくりの支援や米・畑作物の収入減少影響

緩和対策の周知など、営農全般についての相談に対応

してまいります。 

 次に、観光振興についてお答えをいたします。まず、

全国の大学生と協働した各種イベント実施による交流

の促進についてでありますが、当市におきましては、

平成24年度から、「北限の海女フェスティバル」にお

いて、岩手大学の学生の皆様からイベントの運営にご

協力をいただいているところでございます。大学生を

初め、若者のアイデアをイベントに取り入れることは、

集客拡大の可能性が広がるものと認識をしており、企

画段階から参画していただくことも含め、検討してま

いりたいと考えております。今後、各種イベントの実

行委員会とも協議しながら、大学生との交流促進を図

ってまいります。 

 次に、三陸ジオパーク、みちのく潮風トレイルの入

り込み数についてでありますが、全体としての入り込

み数は捉え切れないところでありますが、三陸ジオ

パークにつきましては、昨年９月の日本ジオパーク認

定以来33回のイベントなどを開催し、その参加者数は

925人となっております。また、みちのく潮風トレイ

ルにつきましては、本年７月の踏破認定開始以来、久

慈区間の認定を受けた方が120名となっております。 

 みちのく潮風トレイルの小袖以南のコース整備につ

きましては、地元関係者などとの協議を行い、より魅

力の高いコース設定となるよう環境省に提案するとと

もに、既存のルートの改善などについてもあわせて要

望してまいります。 

 看板につきましては、主要な箇所に環境省及び岩手

県において、今年度及び来年度において整備を行う計

画であると伺っていることから、引き続き協議を進め

てまいります。 

 史跡につきましては、トレイル沿線の魅力ポイント

と捉えており、今後の活用方法なども含め検討してま

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。当初計画されていた駅前開発につ

きましては、市民に対する説明不足に加え、活性化に
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向けた住民の取り組み意識、駅前と川崎町を結ぶ東西

交通の課題などがあり、計画の熟度が低いことから見

直しが必要と判断したところであります。加えて、７

月に実施した市民アンケートの結果、市民の皆様が望

んでいる商業施設を中心とした施設を整備する場合、

内定を受けていた事業内容での国庫補助事業での整備

は難しいことから、交付申請を見送ったものでありま

す。 

 まず、国庫補助事業の申請見送り後の具体的計画内

容についでありますが、ハード整備につきましては、

にぎわいを創出するための整備計画策定に向け、住民

の視点、事業者の視点、消費者の視点からの幅広い意

見を集約するため、地域や商店街、市民の皆様などと

議論を深めるとともに、必要な財源につきましては、

既存の国庫補助事業に加え、国に対する新たな制度の

提案やＰＦＩなどの民間資金の活用も視野に入れ、新

たな計画を策定してまいります。 

 次に、市民からの意見聴取を続ける具体的手法につ

いてでありますが、今後、中心市街地内の各商店街及

び各町内会などとの意見交換の場などを設け、議論を

深めた後、市民を対象としたワークショップやパブリ

ックコメントを実施してまいりたいと考えております。 

 次に、復興道路への産直施設などの設置についてお

答えをいたします。復興道路に産直施設などを建設す

る市の取り組みについてでありますが、この無料の高

速道路における道の駅的休憩施設の整備については、

利用者の利便向上だけではなく、当地域の情報発信や

連携の場としての役割を担い、地域活性化の大きな核

として期待ができますことから、今後、管内市町村な

どと連携して設置に向けた協議を進めてまいります。 

 後に、県道侍浜停車場線の危険木除去についてお

答えをいたします。道路管理者である県北広域振興局

によりますと、道路区域内の倒木、枝払いについては

適宜対応しており、道路区域外の立木に関しては、本

来所有者が対応すべきものでありますが、道路の通行

に支障が生じた場合には、その都度対応していると伺

っているところであります。市といたしましても、安

心で安全な道路交通を確保するため、道路管理者に対

し、適正な道路の維持管理が図られるよう、引き続き

情報提供を行ってまいります。 

 以上で、清風会代表、畑中勇吉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、畑中勇吉議員

へのご質問にお答えをいたします。 

 初に、津波浸水区域内学校施設の対策についてお

答えをいたします。 

 まず、長内小学校、久慈湊小学校の安全対策につい

て、今後の取り組みスケジュールについてであります

が、これまでに両校とも高台への避難道路整備が進ん

できたことから、従前よりは素早い避難が可能となり

つつあります。今後におきましては、学校再編のため

の基本計画等の見直しを行い、移転候補地の選定や整

備方針を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、津波浸水区域外に校舎を建設した小袖地区に

ついてでありますが、ご質問のありました小袖地区は、

地形的条件から、学校施設の移転先の選定に当たって

は、一定の広さが確保できる高台を選定したものと思

われます。長内小学校及び久慈湊小学校の学区は、そ

れぞれの街並みや地形条件等を考慮し、浸水区域外へ

の移転や高層化等を検討し、安全な教育環境を確保し

てまいりたいと考えております。 

 次に、まちなか文化祭の開催についてお答えをいた

します。久慈市民芸術文化際は、例年、アンバーホー

ルを会場として展示部門と舞台部門等を開催している

ところであり、中心市街地で開催するに当たりまして

は、舞台発表を行うために必要な舞台装置を備えた施

設の設置や作品の展示のためのスペースの確保など、

課題が多くあるものと認識しておりますが、開催可能

かどうか関係団体等と協議してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、久慈城跡についてお答えをいたします。まず、

久慈城跡の用地取得に向けた取り組み状況であります

が、現在、立木伐採補償に係る費用の算定のため、城

跡中心部の立木調査を実施しているところであります。

また、久慈城の再建と久慈城跡への歴史民俗資料館の

整備についてでありますが、現段階では、久慈城跡の

用地取得を目指し、その後発掘調査により、城跡の構

造等を把握した上で整備の方針について検討してまい

りたいと考えております。 

 後に、ロードスポーツ大会の開催についてお答え

をいたします。まず、県道野田長内線などを活用した

「あまちゃんロードマラソン大会」を開催する考えに
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ついてでありますが、現在、半崎地区から船渡地区間

において、久慈もぐらんぴあ駅伝競走大会を実施して

おりますが、ロードスポーツ大会は、安全確保が一番

の課題であり、コース設定には、安全を 優先に考え

決定しているところであります。 

 県道野田長内線における海岸線の走路には、災害地

の安全対策や交通規制等、課題が多いところでありま

すが、今後、関係団体、関係機関と協議し、研究して

まいりたいと考えております。また、自転車ヒルクラ

イム大会につきましても、新たな競技として研究して

まいりたいと思います。 

 以上で、清風会代表、畑中勇吉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。７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  ６番の地方創生についてお尋

ねしたいと思いますが、実は、７月28日に、県と市の

その連絡の会議が持たれたと、こういうふうな話が報

告がなされておりますけれども、実は、全国知事会の

ほうで地方創生の要望を提言したのは７月なんです。

もう岩手県が県と市の連絡会議を開いたときは、もう

全国知事会では、今まで積み上げたものがあったかわ

かりませんけども、要望書を出すというふうな感じで、

この関係は、地方自治体の本当に大事なことを大事に

して、いろんな施策なり制度をつくるというのが極め

てこの成功するか否かの鍵を握るというふうに言われ

ておるんですが、私が受けた感じとすれば、知事会で

７月に要望書を出して、岩手県の総体の全体会議を７

月28日に集まっているというふうなことからすれば、

何かもう県主導で、市の意見とかそういうのなんかは

どれぐらいどうなのかなというふうなことを率直に感

じました。その点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  県の市町村連携推進会議、

この人口問題にかかわっての会議に、私出席してまい

りました。その中では、現状の今後の人口減少の何年

になればどれぐらいになるという推計の問題とか、そ

れから、県内で人口減少の率の高いところとか、それ

から、少ないところとか、そういうこと等の詳細の資

料が示されまして、その後フリートーキングという形

でこの人口減少問題に関して、各市町村から意見を県

に対して申し述べたところでございまして、県では、

それらを受けて、岩手県としてこの人口減少問題にど

う取り組んでいくかということを、市町村と一緒にな

って今後考えていきますと。議員さんご指摘のとおり、

いや、知事会ではもうさきに要望を出しているんじゃ

ないかなということでございますが、岩手県としての

現状把握を各市町村一緒になって、まずは現状を把握

しましょうと、それを受けて今後の岩手県としての対

策等を一緒になって考えていきましょうというそのス

タートラインということで私は認識して帰ってきたと

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  この地方創生については、極

めてこれからどういう制度にして地方に本当に足しに

なるといいますか、ためになるいろいろな補助制度な

り、交付金なりをどうするかというのは、極めて大き

い鍵を握るというふうに思います。ですから、岩手県

をどうするかということもそうなんですが、もっとそ

のための対策の制度なり、今までの制度の枠を超えた

制度をどうやって、地域の足しになるような制度をつ

くるかというふうなことをもう少し県の会議なんかで

煮詰めた上に、知事会等、市長会でもおやりになった

ということなんですが、そういうふうなこの会議にし

なければ、なかなかにして、地域にいい方向で結果が

出てこないのかなというふうなことを思いました。そ

の点を一つ申し上げたいと思います。 

 それから、もう一つ、13年度です。政府が予算化し

た婚活予算30億円があるわけであります。これが、全

国都道府県から引き合いが出されて人気があったと。

結果は、自由度がなくて改善しなければならない部分

もあったというふうな報告がなされておりますけれど

も、この30億円の岩手県の状況、それから、久慈市が

婚活予算の取り組み等なり、その分についてどういう

ふうな取り組み等がなされたかお尋ねしたいと思いま

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）  この地方創生につき

ましては、お話のとおり、どういう制度にするか、そ

ういう部分で、そのために具体的にそれぞれの地域で

どのような提案をするかというのが大きな鍵になろう

と思います。 

 ご承知のとおり、国のほうでも、まだ戦略策定をし
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ておりませんし、県でもまだでございます。 

 ただ、地方のほうは努力義務でもありますが、積極

的にこれからそういういろいろな情報を得ながら策定

していきたいと考えております。 

 なお、先ほど全国市長会のほうで11月に国のほうに

要望したという話があります。これは、地方創生交付

金についての柔軟な対応ができるような、そういう部

分での要望でありまして、実は、全国県知事会のほう

は、同じような要望はやはり11月７日になってます。

やっぱり、これも、創生交付金のもっと使いやすい内

容ということで、考え方は、全国市長会と同じ考えで、

ほぼ同じ時期に要望を行っているというような形にな

ります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  それを受けて、市のほうでも

人口問題対策本部を要綱に従って設置したと、こうい

うふうにあるんですが、この要綱というのは、人口問

題などについての課題解決及び情報共有に関する内容

であると、こういうふうなことを伺っております。 

 私は、幹事会も設けると、幹事もつけて設けると、

役員会もするというふうな感じなんですが、その市内

の引っくるめて市全体もそうなんですが、そうした場

合に、例えば、人口減少などが市全体としてどんな感

じになるのか。例えば、久慈市の旧町村の人口減少、

そういうものがどういうふうに推移して、また、20か

ら39までの若年女性の変化等もどうなるのかなと。そ

のことによって、地域のコミュニティなり、そういう

のがどうなるのかなというふうなこと等、きめ細かい

対策と、それから、情報を共有する中で、市民全体が

問題意識を持って取り組むということが大事だとする

ならば、私は、市役所内の対策会議のその内容、例え

ば、旧町村のまちづくり協議会なり、あるいは婦人団

体の協議会なり、各種団体等へ情報共有して、市民が

一体感があるこの取り組みをできるようなその場の設

定といいますか、そういうのをどうつくるかというの

が極めて大事なことだろうというふうに思います。そ

のことをもって、昔のように、おせっかいなおばさん

やおじさんがいろいろ結婚について勧めをしたり、お

教えをしたり、そういうふうな取り組みも現実的に進

むのかなというふうに思いますが、その点をこれから

の、今できたばっかりですんで、庁内の組織をつくる

というのが先決だというのはわかるんですが、将来的

にどういうふうな考えで、これを本当に内容あるもの

にするというふうな考えがあるのかお尋ねしたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの人口減少に関わ

っては、さまざまなご提言をいただきました。そのと

おりだと考えております。今年度、市政懇談会におい

て、この人口減少問題がやはり久慈市にとって 重要

課題であるということで、懇談会のテーマといたしま

して、資料提供をいたしました。 

 資料の中身については、各９町村単位での人口が今

後どのような推移を追って、減少が予測されるという

ような数字の提供、ほんのさわりの部分での情報提供

でございました。 

 今、議員さんからご提言いただきました内容等につ

いて、県からは、本当に詳細な資料をいただいており

ます。例えば、久慈市からどちらのほうに、どの地域

のほうに転出してるのか、それから県外であればどの

地域に転出してるのが多いのかというような、そうい

う詳細な資料についてもいただいておりますので、今

後どのような形でこの市民の皆様方に、この人口減少

の実態等々についてお知らせできるのか、検討してま

いりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  12番の観光振興についてお尋

ねさせていただきますが、①の大学生との協働のまち

づくりイベントというふうなことなんですが、実は私

どもは産建の委員会のほうで、北海道の視察研修の際

に、厚沢部町っていう過疎の町なんですが、勉強させ

ていただきました。 

 そこでは、アウト・キャンパス・スタディというこ

とで、５日から９日間の泊まりがけの大学生の研修生

を受け入れておりました。もう県内、北海道の大学じ

ゃなくて、もう南のほうの大学とか、そういうところ

から受け入れて、イベントや小中学生との交流何かを

して、大変、過疎の町ですけども、にぎわいっていい

ますか、活気のあるイベントを実施しているというふ

うなことでありました。 

 しかも、１日、２日ではなくて、５日から９日とい

う泊まりがけのこの参加っていいますか、協働の事業
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でありまして、大変いいなと思っておりましたし、こ

としの遠野の秋祭りの新聞の写真が出ておりました。

そこに、神奈川大学ののぼりが大きく写真についてお

りましたし、私は、秋に青森県のある町に、南部族の

祭りに行って来たんですが、そこには北里大学の生徒

が来て、イベントに参加して、大変盛り上げに一役も、

二役もかっておりました。 

 ですから、秋祭りとか、イベントにはやっぱり岩手

県内の大学に関わらず、例えば市長さんもご出身の中

央大学でもいいと思いますし、柏崎、柔道の先生がい

る、そういう大学でもいいとは思いますが、厚沢部町

はそういう出身校なり、そういう方々のつてでつなが

りを持ってるというふうなことの勉強をさせていただ

きましたんで、ぜひそういうふうなことをつながりを

それぞれ役所にはたくさんの方々、大学のつながりの

ある方々や、また久慈市の出身者でも大学とつながり

のある方があろうかと思いますんで、そういうところ

で、ぜひつながりを持って実現に努めていただければ

なというふうに思います。 

 お考えをいただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  全国の大学生との連

携、交流を図りながら、町の活性化に努めていくべき

ではないかということで、北海道とか、各地域の例を

挙げてご紹介をいただきました。 

 議員おっしゃるとおり、私どもも、先ほど市長のほ

うからのご答弁申し上げましたとおり、岩手大学の学

生さんともそういった形で今年度におきましても、14

人ほど来ていただいて、イベントの盛り上げを手伝っ

ていただいているところでございます。 

 そういった若い方々の参加ということは、イベント

の活性化とか、そういったものに大変効果があるもの

と思っておりますし、いろいろなつながりのある大学

ということでございますが、そういった部分では、同

じ考え方に立っているものだと思っています。 

 そういったことで、模索をしながら、各イベントの

実行委員会等もありますので、そういった方々とも協

議をしながら、そういった部分でさらににぎわいのあ

る形で、その方向で努めてまいりたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  14番の復興道路の産直であり

ますけど、これは、前回政和会で取り上げたんで、私

思ったんですが、実は市政懇談会で市長のこの産直に

関するお話を聞いて、私が聞き違いでなければ、久慈

広域圏の方々をまとめて、できれば集約的に１カ所ぐ

らい設置したいというふうなお話をなさったというふ

うに私は聞いたんですが、一般的な高速道路であれば、

50キロに１カ所とかっていうふうな感じの、そういう

発想の設置で私はいいと思いますけれども、今回のこ

の復興道路へのエリア設置については、３・11の震災

でも、そのエリアが大変な、いろんな面で被災救援な

り、避難なり、大変な役割を果たしたということ等考

えれば、私は、高速道路のサービスエリアの考え方、

それでなくて、もう10キロ圏に一つとか、もう浸水し

て、階段もできてますから、八久道路にも、そういう

登って上がった方々が、一時的に久慈でも避難する場

所がある、野田なんか、本当、たくさん被災したわけ

ですから、野田も避難できるようなエリアができる、

八木とか、10キロに１カ所ぐらいのエリアをつくって、

そこに災害のときは、避難もできるし、いろんな機能

もできる、そして平時は、産直施設等がこのにぎわい

をもたらすと、そういうふうな発想での私はエリア設

置がいいのではないかというふうに思います。 

 それを久慈広域の普代から種市までの間に、久慈な

り、野田あたりで１カ所つくるとかいうふうなそうす

れば八戸に１カ所、久慈圏に１カ所、宮古に１カ所っ

ていうふうな、いわゆる高速道路につくるっていうふ

うな感じの発想かと思うんです。 

 私は、そうでなくて、災害時の利用等も見込んで、

10キロか15キロ圏に１カ所ぐらいつくるっていうふう

な発想のそういう要望をしたほうがいいのではないか

というふうな、私はそういう構想が頭にあります。 

 その点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの件に関してでござ

いますけども、国交省の東北整備局等とも話をしてお

ります。三陸国道事務所とも話をしておりますが、国

においては、莫大な投資をして、整備をするこの三陸

の復興道路、無料の高速道路、これをこの三陸地域の

産業の復活の起爆剤にしたいというふうなお考えをお

持ちでございます。 

 具体的には、聞いておりますのは、陸前高田に復興
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国立公園をつくって、そこに大きな道の駅をつくって、

情報発信基地にしたいと、やはり避難場所の設定は必

要でございますけど、この高速道路、これだけの投資

をしていただいたものを、やはり観光のみならず、産

業振興、産直施設、地元の経済の活性化、将来に向け

た拠点にしなければいけないと思っております。 

 避難施設が不要だという話をしてるわけではござい

ませんけど、これから、道路があと数年でつながりま

す。ノンストップで八戸から仙台まで５時間の計算に

なるわけ。350キロになっておりますけど、やはりこ

れによって冬場は、雪がない地域でもありますので、

大型の運送トラック等含めて、物流が大きくこちらに

シフトするというふうに考えております。 

 道路がよくなる、トンネル等も整備されますので、

観光面考えても、非常に走りやすい道路が整備される

と、これを使いまして、地場のもの、海のもの、山の

もの、農林水産物、こういったものをお菓子等含めて

ですが、これを売る場所をしっかりつくって、雇用の

場をつくっていかなければいけないと思っております。 

 若者が定住できるように、仕事先をつくる、所得の

向上も図っていく、そのためには、５キロ、10キロで

つくっていきますと、利用者にとっては、魅力のほど

はいかがかなと、市町村ごとがそれぞれ取り組みます

と、それなりの規模のものしかできないというふうに

思っております。 

 今、管内の町村長に提案しておりますのでは、それ

ぞれがそれぞれつくるんではなくて、１カ所大きなの

をつくって、道路ができますと、輸送等についても短

時間でできますので、そこにお客様をお呼びして、そ

こで全国に売っていくと、私が考えておりますのは、

産業振興です。これからの若者の定住対策、地場のも

のをいかに売って、全国からたくさんの方に来ていた

だいて、そういう施設にしなければ、この高速道路が

生きないというふうに考えているところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  教育長にお尋ねしていきたい

と思いますが、津波浸水区域内学校施設整備について、

小袖の話を私は挙げたんですが、小袖は学校を浸水の

危険性がある場所にするか、そうじゃないところにす

るかっていうことで、高台、広場があるかどうかじゃ

なくて、そういうことで大論争した経過があるそうで

あります。 

 それで、結果的に村で二分して、大論争をして、大

げんかをして、そして結果が上のほうになったという

ふうな結果があるようであります。それが大変、今回

の３・11にも大きく生きたなというふうに感じます。 

 明治三陸津波で、宇部町191人の死者が出て、住家

や非住家大変な被害を受けたんです。ところが、今回

は死者がなかったということだし、それから、久慈湊

が130世帯ばかり浸水した、元木沢は113世帯、そんな

感じであったわけでありますが、小袖は浸水世帯が１

世帯と記録に残る分、そんなくらいで終わったと。何

が違うかといいますと、公的な核なる施設が上に上が

ったことで、その周辺に住宅が張りついたと、この効

果が大変大きかったなというふうに思います。 

 当時、大げんかをして、村を二分して、討論しただ

けのことはあったなというふうなことで、学校とかそ

ういうのは高層につくるのもいいと思いますが、その

浸水区域外から幾らでも押し上げると、そのことによ

って住宅や住家が、浸水区域外にせり上がっていくと

いうふうな効果で、高台の用地造成すると同じような

効果があるというふうに私は思っております。 

 ですから、ぜひそういうふうな発想も含めて、関係

部署と連携を取りながら、ぜひいい方向でやっていた

だければなと、こういうふうなことを感じました。 

 答弁お願いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  小袖小学校が高台に移転し

た経緯について、詳しく教えていただきまして、大変

ありがとうございました。 

 確かに、高台にあるということは、津波の被害が少

ないということになりますので、非常に場所としては、

理想的だというふうには思います。ただ、現実的に長

内小学校及び久慈湊小学校、どこに移転するのかとい

うことになってまいりますと、やはり先ほど申し上げ

ましたように、久慈湊小学校につきましては、比較的、

いわゆる山に近いほう、あるいは、何て言いましょう

か、ちょっと言葉は出てきませんが、山に近いほうに

広い土地もございますけれども、長内小学校につきま

しては、なかなかそういう場所を見つけられないとい

うのが、今まで検討してきたところでございます。そ

ういうふうなところから、高層化も視野に入れてとい

うふうな形で検討していこうというところであります。 

 具体的に高台でいい場所があれば、それはもちろん
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それを含めて検討ということになろうかと思います。

いろいろご意見をお願いできればと思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  次に、13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは、畑中議員の質問に

何点か関連いたしまして、質問させていただきます。 

 まず、 初に、地方創生に関してですけど、先ほど

来年４月から導入予定のシティーマネージャー制度を

当市でも積極的に取り入れたいということでございま

して、これは日本版シティーマネージャー派遣制度と

いうことで、ちょっと外国にあるシティーマネージ

ャー制度とはちょっと異なるということ聞いているわ

けですけど、いずれ、国家公務員や大学研究者、民間

人材を首長の補佐役として派遣し、地域に応じた処方

箋づくりを支援するということで、その中で先ほど言

われましたその要件なんですけども、その要件の中に、

市町村長が地方創生に関し、明確な考えを持ち、って

いうことを書かれてます。 

 派遣される人材を地域の変革に活用する意欲を持っ

てること、っていうことですけれども、現時点におけ

ます明確なこの地方創生に対するお考えをお聞かせ願

えればと思うんです。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  全国の地方都市、総じて人口

減少と少子化がきつくかかってきておりまして、当こ

の北三陸の地域４市町村ございますけども、増田レ

ポートによれば将来消滅市町村に当たるというふうな

厳しい状況にございます。 

 私も、岩手県において三十数年仕事をしておりまし

たけども、やはり市町村を今は横並びで仕事をする、

そういうふうな甘い時代ではないと思っておりました。

それぞれ置かれてる地理的な条件、人口構成、産業構

造等違いますので、国の、あるいは県の力を借りなが

らではありますけども、久慈市を久慈市において、こ

の条件の中でどうこれからのまちづくりを考えていく

かと、やはり常に職員にも語っておりますけども、知

恵を絞らなければいけない、現在小さな町村含めて全

部がだめになってるわけじゃなくて、やはり報道等、

マスコミでも流れるところがあります、3,000人、

4,000人程度の山村の高齢化が非常に高い、進んでい

るそういったところでもしっかり産業をつくって、Ｉ

ターン、Ｕターン、若い方をしっかりと呼び込んでる、

あるいは、その定住化を実現してる、そういったとこ

ろがございます。 

 そういったところは、何でそれができるかと。総じ

て言えるのは、その町のトップ、町村のリーダーがし

っかりとして、自分たちで地域をつくっていこうと、

そういうふうなメッセージを出して、プランをつくっ

ているところでございます。 

 久慈市もなかなか厳しい状況にございます。久慈市

といいましても、先ほど畑中議員からお話ありました

９町村単位で、また、人口構成等が違いますので、そ

ういった状況を皆様本当に地域の町内会の皆様にお示

しして、これまでどう人口が減ってきたのか、若者が

減ってきたのか、これからこのままでいけばどういう

推計が出てるのかとそういった現状についても皆様に

お示しして、一緒に地域ごとに考えていかなければい

けないと思っております。 

 そういった意味で、このシティーマネージャー制度

で、これは全国で100市町村程度というふうに聞いて

おりますけど、1,700個を超える市町村の中では、非

常に倍率が高い話でありますけども、これについては

しっかり久慈市でまちづくりをしますということで、

メッセージを国に対して送ろうと思っております。 

 どういった方が来ていただけるか、そもそも当たる

かどうかありますけれど、そういった外の方の人脈、

能力もお借りして、そういった方に、これからの久慈

市のまちづくりを一緒に考えていただきたいというふ

うに思ってました。 

 ただこれは、このシティーマネージャー実現したと

しましても、その方の能力に全てをかけてるわけでは

ありませんで、その方の出身の省庁、あるいは出身大

学、出身の企業、そういった本丸ともしっかりと人脈

でつながって、一緒に考えて、さまざまな提言をいた

だいて、必要な財源等も確保していきたいというふう

に考えております。 

 久慈市は、久慈市でしっかり若者の定住対策、雇用

対策を考えていかなければいけないと思っております。

久慈市は、現状、例えば雇用面につきましては、働く

場がないというお話を一般論としては皆様よくされま

すが、現実には地元の企業と、採用したくても正社員

の確保ができない、高校生が地元の企業に目を向けて

くれないという話もありますので、そういったものに

ついては、しっかりとマッチングを図ると、久慈がそ
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れを個別にどうするかと、そういうふうにしていきた

いと思って、考えております。 

 職員にもしっかりと情報収集をして、勉強をして、

ほかの市町村が何をやってるのか、例えば漁業振興に

つきましても、元気にやってる漁協はどういう取り組

みをしてるのか、森林組合はどう動いているのか、農

業協同組合はどういうふうな活動をして、元気に稼い

でるのかと、若者定住を図ってるのか、そういう情報

収集もしっかりやるようにということで、日ごろから

話をしてます。 

 総掛かりでやらなければいけないと思っております。

その中に、こういった人材も入っていただいて、本当

に久慈市のことは久慈市で考えると、なおかつ外の皆

さんと、外とつながっていくと、そういうふうな発想

のもとで考えているところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  市長の思い、よくわかりまし

た。いずれにしましても、派遣されましたら、副市長、

幹部職員、それから顧問、参与という形の、それまだ

決まってらっしゃらないと思いますが、いずれにしま

しても、原則２年間という形で派遣をお願いするとい

う形と私は聞いてますけど、違いますでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈市におきましては、副市

長制は１人といたしましたので、副市長への複数導入

は考えておりません。国に対しては、それ以外のポス

トでの提案をするというふうに決めております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  そこのところは理解しました。

ありがとうございます。 

 次に、ＮＰＯ法人北三陸塾についてお尋ねいたしま

す。 

 事業説明の会のときにいただきました資料をこう見

てまして、12月定例会で補正予算が通れば、早速１月

から事業開始で４月には連携システム運用が開始する

というようなスケジュールでいかれてるわけでありま

す。 

 そこで、この一番 後の別紙のほうに、プライベー

トクラウド及びネットワーク基盤という図が載ってま

して、そこに薬局14カ所、診療所、歯科14カ所、診療

医科10カ所等と書いてあるわけですけど、あれでしょ

うか、ここに数字がこれだけ明確に書いてあるという

ことは、このプライベートクラウドに参加される診療

所、病院、薬局、介護施設等はもうきちっと決まって

るわけですね。 

 もし決まってましたら、そこのところの施設の名称

等々をお知らせ願いますでしょうか。お尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  この事業に参加する

病院等の内容でございますけども、11月27日現在でご

ざいますが、中核病院が１施設、これは久慈病院でご

ざいます。それから、病院が３施設、これは国保種市

病院、それから北リアス病院、それから、湊町の恵愛

病院でございます。 

 あと、診療所、これは医科のほうの診療所ですが、

これは10施設、それから、歯科のほうの診療所が17施

設、調剤薬局が12施設、介護施設が30施設、合計で73

の施設となっておりますが、これ以外にも現在参加す

ることをお願いといいますか、交渉中でございますの

で、システムを開始する段階では、これ以上の施設が

参加するものと見込んでおります。 

 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）  今回のこの事業は、一応、間

接補助ということで、国からの５億何千万というお金

が動くわけですけども、今後は、この事業がスタート

しましてから、当局としての関わり、どういうふうな

形で関わっていかれる計画でしょうか。お尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  システムの運用に関

しましては、現在も週１回関係者が集まって打ち合わ

せの会議を開催しております。これに対して、市が毎

週担当者が参加しながら、連携、あるいは、内情を把

握しながら進めてまいっているところでございますし、

今後もこういうふうな活動の場を通じまして、協力を

してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  いずれにしましても同じよう

な事業、宮古市のほうで先駆けてやってらっしゃると

いうことですので、いろいろ参考になることもあるか

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。 

 次に、中心市街地活性化の関係です。 
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 実は、今度、久慈の12月号の広報に、どうする、ど

うなる久慈市街地の活性化ということで載りましたけ

ど、ここに、アンケートの回答がちょっとパーセン

テージがちょっと変わってきてるのは、これはあれで

しょうか。以前、アンケートの速報をいただいたとき

とちょっと数字が違ってきたっていうこと、そこを細

かいことなんですけど、ちょっとあれですね。その後、

アンケート回答数がふえたということでよろしいです

か。 

 それからあと、ここに当初計画の配置図というのは、

これ初めて公に出たんでしょうか。 

 こういう形で広報に出たのは初めてだと思うんです

けど、こちらのほうの図３のアンケートで一番多かっ

た平面図っていうんですか、上から見たアンケートで

示した図面です。これと、かなり似通ってるわけです

けども、この図面３でいきますと、かなり当初予算よ

りオーバーするというんですか、ふえるんではないか

と思うんですけど、そこら辺は、ちょっとどのように

考えてらっしゃいましたでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ただいまの中心市街

地活性化計画のご質問でございますが、12月１日号に、

中活事業の状況について掲載をさしていただきました。

その中で、まずアンケート調査のパーセンテージが変

わってきているということですが、前に、議会の皆様

にもお知らせしておりますが、速報値でのお知らせと

いうことでございまして、その時点からいわゆる追加

といいますか、回答があった分については、全て、ア

ンケートの結果に反映させたいということで、 終的

な形でこのような数値になったものでございます。 

 それから、当初計画について初めて出たのかと、い

わゆる市民の皆様のほうにこういった図面が出たのか

ということでございますが、こういった形で市民の皆

様にお示ししたのが初めてになるかと思います。 

 計画策定の段階で、議会の皆様、それから中心市街

地活性化の協議会のほうでは、途中ではございました

けれども、お示しをしてご意見はいただいたところで

ございます。 

 それから、アンケート調査で示した図面３と似通っ

ているということですが、アンケート調査のほうで、

お示ししたのは３パターンがございました。その中で、

一番多かったわけですけれども、旧計画の配置図のイ

ベント広場の部分の駐車場が広い形でお示ししたよう

な形でございます。 

 事業費とかそういったものというよりも、イメージ、

活用をどういった形で皆さんが望んでいるかというこ

とで３パターンを例示したものでございまして、その

中でいろいろ例示した中からご意見等いただきたいと

いう趣旨でこういったパターンをお示ししたものでご

ざいます。 

 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）  今回見直しに至った考え方の

理由の３に、川崎町と結ぶ、東西を結ぶ交通道路の整

備って、出ているわけで、これは再三市長さんのほう

から言われてるわけですけども、具体的にどのような

構想をお持ちか、それからこれをもしやるとしたらど

のぐらいの予算規模になるのか、そこら辺をお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  この話につきましては、兼ね

て、過去におきましてオーバーで線路を超えると、あ

るいはアンダーでという話がかなり前に出たことがあ

るというふうに聞いておりますけども、現実的にはそ

れがかなりの反対があって実現できなかったと、話が

進まなかったということございますので、現実的には

私は今現在では、できれば平面交差が使い勝手もいい

だろうというふうには思っておりますが、これまで検

討されてきておりませんので、今そこの、どれだけの

道路幅を必要とし、あとは、線路と交差するというこ

とになりますので、その構造上の技術的な問題等を含

めて、今、担当部のほうで検討させているところでご

ざいます。 

 あわせましてこれにつきましては、ＪＲあるいは三

陸鉄道というふうな関係者ございますので、そういっ

たところとの調整も必要でございますので、私が市長

になりましてからスタートした話ですので、時間につ

いてはもう少し猶予をいただきたいと思っております。 

 作業については急ぐように指示しております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  そういうことでございますか。 

 いずれ見直すということで、ことしの補助金申請は

見送られたということで、これから、どうなんでしょ

う、３月に認可されたこの計画なんですけども、期間
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的にはこの５年間ということで申請されたわけですけ

ど、それ自体はどの程度延ばすことが可能なのか、そ

れから予算規模もやっぱりいろいろ内容をみつめてき

ますと、ひょっとしたら当初予算の18億以上になるか

もしれない。そういうことがあるわけですけど、そこ

ら辺は、申請したときとそれなりの額の差額とか、上

なり、下なり出ても構わないような事業なんでしょう

か。そこら辺をお聞かせ願いたいと思います。 

○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）  補助金申請に関わり

まして、ことし３月に、いわゆる中心市街地活性化基

本計画については認定をいただいております。この期

間というのは５年間ということでございます。それに

ついては、変わらないものでございます。 

 それで、それを延ばすことが可能なのかということ

ですけれども、今、基本的には５年間という計画にな

ります。それから、予算規模でございますが、これは

これからいろいろご意見をいただいたり、それから手

法等いろいろ財源、手法等も、財源の確保の手法等も

いろいろ検討してまいらなければならないということ

でございますので、どの程度の規模になるかというの

はまだ何とも言えないところでございますけれども、

直接市が負担する金額という部分について、大幅に大

きくなるという部分では財政的な部分もありますので、

その辺はちょっと厳しいものもあるかと思いますけれ

ども、その辺も含めましてどういった形にすればいい

のかということで、検討進め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。 

○議長（八重櫻友夫君）  小栁議員に申し上げますが、

残ってる時間がありませんですので、答弁時間も含ん

でお願いします。 

○13番（小栁正人君）  目に見える形で早目にスター

トしていただければと思います。よろしくお願いしま

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、畑中議員の一般

質問に関連いたしまして、何点かご質問申し上げたい

と思います。 

 まず、今、先ほどからお話が出てる地方創生につい

てですが、けさも今衆議院選がありまして、ある候補

者のお話を聞いてまいりました。肩のたすきに地方創

生というような、そういうようなスローガンを掲げな

がら選挙やってる方もおられました。この地方創生っ

て、それを見ながら、一体何なのかなというふうに、

私漠然と疑問を感じまして、地方創生っていうのは、

言ってみれば過疎の克服そのものじゃないかなと、そ

ういうふうに思ったんです。 

 去年、社人研の、いわゆる増田レポートが出て、そ

れを受けて、県でも自治体でもこれは大変だと大騒ぎ

してるんですが、実は先ほど市長さんが言ったような

2,000人、3,000人規模の自治体ではもう50年も前から、

60年も前からこれ大問題なんです。今ごろになって、

ああいう数字が発表されたっつって慌ててやっとるっ

ちゅうこと自体が、じゃあ今までどんな認識でその過

疎の克服、山村の暮らしを守っていく、どんな認識で

やってきたのか、逆に私、それが不思議でしようがな

い。 

 だから、50年間のこの過疎の問題に取り組んできて、

その結論があるいはその国の方向が、その結論的な方

向がいわゆる地方分権なんです。地方分権を推進をし

て、国と地方の役割を分担をして、そして、地方に財

源と権限を移譲すると、そして地方は地方で自分たち

の力で、工夫でやっていくんだと、そういう一つの国

の方向が示されてこの10年、地方分権の議論が進んで、

ある程度は、今、権限が移譲されてきてるわけです。 

 だから私、あんまり大騒ぎして人口減どうだこうだ

って、そんなことわかってるんです。わかりきってる

こと、昔から。だから、この地域が自分たちの力でや

っぱり生きていくっていうようなそういう基本を踏ま

えて、もっともっと地域創生って、結局は地域創生っ

たって、国が補助金を出す、交付税を出すと、交付金

を出す。こういう仕組みなんです、この仕組みを変え

ていこうっていうのが、分権なわけでございます。 

 もっともっと、目の前のそういう数字に振り回され

ない、長い50年、60年の年月、先人の方がそういう状

況を克服しようということで、戦ってきとるわけです。

そういう思いと、そういう思いをまた新たな地域資源

の開発とか、そういうものも含めて、やっぱりやって

いかなきゃならない。これは今さらしゃべんなくたっ

てもうわかりきったことなんで、むしろ、我々はこの

地方分権のこの流れというものをもっともっと促進し

て、スピードを上げて、実際の国と地方の役割、こう

いうものをもっとはっきりさせていく、そのためにそ
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のいろいろな市なら市としてのアクション、意思表示、

そういうものはもう今逆に今、大事じゃないかと、一

つ間違うと今度は国主導で、全部地方何とかしてあげ

ますよみたいな、そういうような仕組みになっていき

かねないような一つの流れを感じております。 

 したがって、右往左往しないで、そういう分権の持

ってる本質っていうところを、もっともっと市として

も国のほうに強く訴えながら、そういう後戻りするよ

うな、地方の創生ではなくて、やっぱり前に前に進ん

でいくような、そういうような地方の、地方づくりっ

ていうんですか、そういうものを進めていくしか、こ

の過疎に対する対策っていうのはないんです。 

 ですからそういうものを強く市としては、市長さん

としては、県に対しても国に対しても強くそういうこ

とを要望していただきたいというふうに思うのですが、

まず、１点目はそれで。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  今、髙屋敷議員からお話あり

ましたように、地方の少子化、人口減少は、ずっと以

前からの課題だと思っておりますが、ことし５月の増

田レポートの発表によりまして、かなりの日本国民が

改めて問題意識を持ったという、いわゆるご本人も警

鐘を鳴らしたつもりだというお話ありますので、その

効果はあったと思います。課題は以前からでございま

す。 

 地方分権は、制度上進んできております。権限は、

地方にという流れはできておりますけれども、まだま

だ非常に不十分だと思っております。 

 例えば財源問題につきましても、久慈市におきまし

ても、自主的に使える財源が非常に厳しいと、確かに

市税の割合は低うございますけども、自前では賄えな

い、でも、だからこその税金の配分を国が制度化して

るというふうに思いますが、財源問題とっても、なか

なか自分たちの判断で使えるだけのものが用意できな

いというふうなことがございます。 

 先ほども駅前の再開発の話がございました。従来進

んでおりました計画は、国の補助制度に乗せて、中心

商店街をどうつくるか、再構築をどうするか、国の補

助要綱がございます。これに合わないものについては、

補助対象としないと、国が決めております。ですから、

それに合わせるにはどうするかと。そうしますと公共

的施設でなければ対象にならない。では、公共施設と

は何だろうと、駐車場、広場、観光案内所、ハード整

備、建物をつくるについても公共施設、公共的な中身

でなければ補助対象としません。それをやるんであれ

ば、久慈市で自主財源を入れなさい。ましてや、ファ

ミレス、喫茶店、飲食店、物販、入れるとすればそれ

は国は知りません。 

 そういう意味での自主的な判断をできる余地はあり

ますが、肝心の財源がないところで、これについて国

は知りません。やるのであれば、あわせなさい。こう

いう状況でございますので、本当の意味での地方分権

が制度として今定着してるとは言えないと思っており

ます。 

 これは国政の問題でありますが、今回の災害復旧の

査定につきましても、非常に厳しい、国の判断が入っ

てまいります。久慈市として、こういう避難道路がほ

しいと、湊小学校はぜひ移転したい、長内小学校も移

転して、子供たちの命を守りたい。でも、国におきま

しては、具体的な被害がないので、対象外、やるので

あれば従来どおりの補助制度の中でやりなさい。 

 片一方では、地方でしっかり考えて、市民のための、

住民のためのといいながら、実際には財源問題で行き

詰ってしまうということございますので、これについ

ては、ただいまお話いただきましたように、国と一緒

になって、全国の市町村と一緒になって、本当に国が

いろんな地方分権、東京一極集中を解消するためには、

地方、しっかりしろと言われてるんですが、しっかり

しろと言われて知恵を出しても肝心の財源ないと、絵

に描いた餅というふうになってしまいますので、これ

については今後とも、強く訴えて、国を変えていかな

ければいけないと思っておりますので、地元選出の国

会議員の先生方を含めて力をぜひお借りして、地方の

声をもっともっと上げていかなければ、本当の意味の

地方創生、形になるのは非常に厳しいんじゃないかな

というふうには思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  ありがとうございました。 

 次は、ちょっとやわらかい話で、それから、項目の

17番ですね。街なか文化祭開催についてということで、

先ほどご答弁をいただきました。これ文化祭という名

前がついてしまった。あるいは、通告書の中に「現在

の市民芸術文化祭の規模を拡大し」って、こういう表

現があるんで、これは当然、教育委員会が答弁をなさ
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ってくれたんだろうというふうに思いますけれども、

同じこの通告の趣旨の中に、冒頭に「市民の多様な文

化芸術活動はまちづくりの有効な手段である」という、

こういう表現があります。したがいまして、教育委員

会さんからせっかくご答弁をいただきましたけれども、

ちょっと見方、考え方、角度を変えて一つご質問を申

し上げたいというふうに思います。 

 この街なか文化祭なんですが、これやってる県内の

事例っていうのは余り多くはないんですね。ことし盛

岡で開催をされましたまちなかで文化祭という、肴町

という一部限られたところで行われたということでご

ざいます。 

 それから、東和町では、やはり同じころに、いわゆ

るアートのまちづくりというふうなことで、アートの

そういう52名の美術家さんを集めて、そういう１カ月

という長期にわたる祭典を行ったというふうに思って

おります。こういう事例を見ますと、私は、久慈にも

そりゃいろいろたくさんいろんな文化、芸術面で頑張

っておられる方いますね。美術もしかり、あるいは写

真もしかり、それから、音楽も文化・芸術というわけ

ですから、ある意味では路上でパフォーマンスをする

というようなことも含まれるんでしょうし、もろもろ

の多彩ないわゆる文化芸術活動というものを、やはり

広く市民だけではなくて、大勢の方に知ってもらうん

だというようなことで、これまでに舞台を使ったり展

示をするっていうことだけが主流だった、その文化祭

的なものを街なかを丸ごと一体化させたような形で長

期間、１カ月とか、そういう期間にやはり文化祭とい

うものを開催をするというようなことになると、いわ

ゆる１カ月の間には土日ごとにイベントがあるとか、

そういうような仕組みの丸ごと文化祭みたいなものを

アピールできれば。これは、なぜこういうことを言っ

てるかちゅうと、せっかく来年新市誕生10周年になり

ますね。私は10周年を迎えるときには、これからの新

しい久慈市っていうものはこういうふうにあるよ、こ

ういう形を一つ追求していきたいんだと、そういうも

のをやはり10周年を迎えるに当たって、新しいステー

ジっていうものを用意して、市民の皆さんに提示する、

提案するって、そういうようなことに大きな意味があ

るんじゃないかなというふうに考えております。それ

は、合併の総括をすることも必要かもしれませんけれ

ども、それはそれで。新しいやっぱり未来に向かって

みんな生きていくわけですんで、これは10周年を終わ

ってから11年目に始めるっていうんじゃなくて、10周

年を迎えて、今こういう新しいスタートラインに立っ

てますよ、そういったものの市のまちづくりのあり方、

これから進んで行き方、そういうものの一端を形で示

すということも大事なんじゃないかなと、そういうよ

うな観点から、私は、この街なか、文化祭でなくても

いいですよ。名称は何でもいいです。あえて文化祭と

言わなくてもいいです。そういうような大きなまちぐ

るみのステージをつくってアピールをしていったらど

うだろうかなというふうな考え方を持ってるんですが、

これは、先ほど教育長さんのご答弁は聞きましたんで、

まちづくりっていう観点の質問なんで、これは一言市

長さんにお願いをしたいと思うんです。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ご質問の中身が市民芸術文化

祭のという文言がございましたので、そういった従来

ですとアンバーホールで開催してたものをこちら中心

市街地に持ってきて規模を拡大という内容かなという

ふうにこちらで判断して、そういう答弁だったんです

が、そうでありましたけれども、東和町、花巻の東和

町ですね。従来から芸術の町、美術の町で、町のイ

メージアップ、活性化を図っているのは承知しており

ます。あとは、岩手町ですと彫刻の森をつくって、そ

うしますと常設、彫刻は常設ですよね。10周年に向け

てということは、市民へのメッセージという話があり

ましたので、非常に大きな、でも本当に大事な話だと

思います。来年度の10周年記念事業については、お答

えしましたとおり、今どういうふうに組み立てるかと

いう検討を進めておりますけれども、従来の事業の集

大成ではなくてというご提案だと思いますので、これ

についても含めて検討させていただきます。ありがと

うございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、創政会代表、下舘祥二君。 

    〔創政会代表下舘祥二君登壇〕 

○18番（下舘祥二君）  創政会を代表して一般質問を

させていただきます。一般質問の機会をいただきまし

て感謝をいたしております。前の質問者と重複する箇

所、項目等あると思いますが、割愛せずに質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 １番目、新年度予算についてでありますが、平成27
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年度予算編成の基本的な考え方について伺いたいと思

います。 

 ２番目といたしまして、津波避難について、一つは、

当市の津波避難訓練の実施現状と課題についてお伺い

いたします。 

 二つ目といたしまして、津波シェルター、これの導

入の考え方があるかないか、お伺いいたします。 

 ３番目といたしまして、市政懇談会についてであり

ますが、各地区で行われた市政懇談会の開催状況と出

された意見、提言の内容についてお伺いいたします。

また、出された意見・提言をどのように反映していく

かの考え方をお伺いしたいと思います。 

 ４番目、再生可能エネルギーについてであります。

久慈市復興計画に位置づけられている再生可能エネル

ギーについて、調査・研究の進捗状況をお伺いいたし

ます。 

 ５番目、保健師の支所配置見直し方針についてであ

ります。見直し後の地域住民の健康管理体制について

お伺いいたします。 

 ６番目、農業、畜産振興についてであります。 

 雨よけホウレンソウと、それから、肉用牛の生産状

況と今後の課題についてお伺いいたします。 

 ７番目、水産業振興についてであります。３・11津

波被害から３年８カ月過ぎた当市の水揚げ状況の推移

についてお伺いいたします。 

 ８番目、観光案内看板についてでありますが、今後、

外国人観光客の増加が当市でも見込まれるわけであり

ますが、観光案内板に外国語表示を加えるべきと思う

が考えをお伺いいたします。 

 ９番目、中心市街地活性化について、第２期中心市

街地活性化基本計画に記載してある事業の国庫補助交

付申請を見送ったが、今後の申請に伴うタイムスケジ

ュールについてお伺いいたします。 

 10番目といたしまして、除雪対策であります。今冬

の除雪計画についてお伺いいたします。 

 11番目、新設避難路についてでありますが、津波被

災後新たに建設された避難路への避難誘導灯の整備計

画について伺います。 

 12番、教育行政についてであります。１、小中学校

統合後の校舎と屋外運動場等の利活用と管理状況につ

いてお伺いいたします。 

 ２番目といたしまして、津波浸水区域内にある長内

小学校、久慈湊小学校の移転等整備計画についてお伺

いいたします。 

 13番といたしまして、新設マラソン大会について、

風光明媚な海岸線を活用したマラソン大会を開催すべ

きと思うが、考えをお伺いいたします。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  創政会代表、下舘祥二議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、新年度予算についてお答えをいたします。 

 本市の中期的な財政見通しといたしましては、歳入

面では人口の減少傾向や地域経済の現状から、市税の

増収が期待できる状況にはなく、また、平成28年度か

らは普通交付税合併算定がえの逓減措置によりまして、

その後の５年間で数億円規模の減額が見込まれている

ところでございます。 

 一方、歳出面におきましては、扶助費・公債費など

の義務的経費が高水準で推移することが見込まれるほ

か、生活基盤整備や産業振興への財政出動が不可避で

あると考えるところであり、後年度において多額の財

源不足が見込まれ、一段と厳しい財政運営を強いられ

るものと認識しております。 

 このような状況のもとでの平成27年度予算編成の基

本方針といたしましては、中長期的に財政健全化を維

持するため、歳入に見合った予算規模とすることを大

前提とし、施策の優先度に応じた「選択と集中」によ

り、限られた財源の重点的かつ効果的な活用に努め、

「総合計画」及び「復興計画」に登載する主要施策を

着実に推進するとともに、次期総合計画を見据えた新

たな施策にも取り組んでまいります。 

 次に、津波避難についてお答えいたします。 

 まず、津波避難訓練の実施現状と課題についてであ

りますが、毎年６月15日に津波避難訓練を実施し、防

災機関と地域住民が一体となり、実践的な訓練を通じ

て防災意識の高揚を図ってきたところであります。 

 しかしながら、訓練参加者は年々減少傾向にあり、

東日本大震災のありました平成27年の1,413人をピー

クに、今年度は1,025人にとどまっており、防災意識

の普及拡大が大きな課題であると認識しております。 

 市といたしましては、防災意識のさらなる普及と高

揚を図るため、市民や幼少年が参加しやすい環境の構
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築や、訓練内容の見直しなどにつきましても研究して

まいる考えであります。 

 次に、津波シェルターの導入についてでありますが、

メリットといたしまして、浸水区域内に設置すること

ができ、避難する距離が短くなることから高齢者など

でも比較的容易に避難が可能であることや、どのよう

な津波の高さにも対応できることなどの一方、浮体構

造の場合、激流の中を漂流することや船舶・瓦れきな

どの漂流物との衝突によるリスク、また、地下構造の

場合は、瓦れき等による入り口がふさがってしまうこ

と、あるいは浸水のリスクが想定されますことから、

現段階での導入は計画していないところであります。 

 次に、市政懇談会についてお答えをいたします。 

 市政懇談会は、市民の皆様の積極的な市政への参画

を推進することを目的といたしまして、本年度は９月

30日から11月５日まで市内11会場において開催いたし

ました。前年に比べ17人増の339人の皆様の参加をい

ただき、228件余りのご意見・ご提言をいただいたと

ころであります。 

 その主な内容といたしましては、道路整備、人口減

少に対する取り組み、中心市街地の活性化、除雪・排

雪など多方面にかかわるご意見・ご提言をいただいた

ところでございます。 

 市民の皆様からいただきましたご意見などにつきま

しては、今後、各部局において調査検討を行い、対応

できるものは速やかに対応する、そういう方針で取り

組んでおります。また、その内容につきましては、市

広報、市ホームページへの掲載、あるいは各地区公民

館などに掲示いたしますほか、ご希望のある町内会な

どにも配付し、広く市民の皆様にごらんいただきたい

というふうに考えております。 

 次に、再生可能エネルギーについてお答えをいたし

ます。 

 再生可能エネルギーの調査・研究についてでありま

すが、波力発電実証調査につきましては、来年度の実

証機設置に向け、現在、システムの製作が進められて

いるところであります。 

 風力発電関係の調査・研究につきましては、山形町

荷軽部地区の市短角牛基幹牧場、通称、エリート牧場

周辺において、環境省による環境基礎調査が行われて

おり、受託事業者が、環境影響評価法の手続に必要と

なる希少動植物の生息状況などを調査しているところ

であります。 

 また、同じくエリート牧場周辺を対象に、岩手県が、

風力発電導入構想の策定に取りかかったところであり

まり、市といたしましても協力をしているところでご

ざいます。 

 このほか今月中に、山形町繋地区におきまして、民

間事業者による風況観測が開始される予定であり、観

測結果次第で事業化を進めたいとの意向があると伺っ

ておりますことから、地元との調整等に積極的に協力

してまいりたいと考えております。 

 次に、保健師の支所配置見直し方針についてお答え

をいたします。 

 介護保険制度や医療制度の改正に伴い、保健師の役

割は年々拡大し、支所配置のほか、社会福祉課、包括

支援センター、市民課に配置し、保健師の分散配置が

進み、現在に至っているところであります。 

 このような状況から、保健師を効果的に配置し、保

健活動の中心を担う保健推進課の体制強化を進めよう

と考えております。 

 見直し後は、保健師が責任を持って活動をする地区

担当制をとるとともに、定期的な相談日の設定、従来

の公民館など関係機関と連携した健康づくり事業のさ

らなる推進、保健推進委員など、地区組織との連携を

強化した健康づくりを推進し、住民サービスの向上を

今後も積極的に図ってまいります。 

 次に、農業、畜産業振興についてお答えをいたしま

す。 

 まず、ホウレンソウの生産状況についてであります

が、前年同月比較で10月末現在、生産量では88.0％、

販売額では90.8％となっていると新岩手農業協同組合

久慈営農経済センターから伺っております。減少の理

由といたしましては、本年２月及び３月の大雪による

ハウスの被害や生産のおくれによるものであり、春先

の出荷量が減少したものと捉えております。 

 課題といたしましては、担い手不足による生産者の

減少が上げられますが、昨年度以降２名の新規就農者

があったところであり、引き続き青年就農給付金など

の支援制度を複合的に活用した担い手の育成確保に取

り組むとともに、担い手農家の規模拡大・産地維持に

向け、連作障害対策や基盤整備の支援に取り組んでお

ります。 

 次に、肉用牛の生産状況についてでありますが、前



－49－ 

年同月比較で10月末現在、黒毛和種肥育牛の生産頭数

は102.9％、販売額は115.8％、繁殖牛の生産頭数

103.7％、販売額は116.9％となっております。 

 また、日本短角種肥育牛の生産頭数は95.0％、販売

額では102.8％、繁殖牛の生産頭数は106.1％、販売額

は111.5％となっていると、新岩手農業協同組合久慈

営農経済センターから伺っております。 

 課題といたしましては、経営コストの削減、省力化

の推進及び担い手農家の育成確保が上げられますこと

から、有望な畜産主産地づくりに向けて、自給粗飼料

の安定生産対策、農業用施設・機械設備の支援などに

よりまして、生産基盤の強化を図るとともに、青年就

農給付金などの支援制度を活用した担い手の育成確保

に取り組んでまいります。 

 次に、水産業振興についてお答えをいたします。 

 東日本大震災津波以降の当市の水揚げ状況の推移に

ついてでありますが、市営魚市場におきましては、本

年10月末現在における水揚げ数量、前年同月費で

129.7％、水揚げ金額は、前年同期比で140.9％となっ

ております。また、震災前３カ年度における平均と、

各年度との比較でありますが、平成24年度は、数量で

72.7％、金額では74.9％、平成25年度におきましては、

数量で71.9％、金額では88.7％となっております。 

 一方、ウニやアワビなどの共販取り扱いにつきまし

て、平成25年度の対前年度比は、数量で163.5％、水

揚げ金額は141.2％となっております。また、震災前

３カ年度における平均と、各年度との比較であります

が、平成24年度は、数量で82.3％、金額では83.3％、

平成25年度においては、数量で134.6％、金額では

117.6％となっております。 

 次に、観光案内板についてお答えをいたします。 

 ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」が海外で放送

されたことなどに伴い、台湾を中心に多くの外国人観

光客の皆様に来訪いただいているところであり、外国

語表記についての必要性を強く認識しているところで

あります。 

 市といたしましては、現在、外国人観光客向けとい

たしまして、英語、韓国語、台湾語のパンフレットな

どを作成し、海外からの観光客の皆様に提供している

ところでありますが、観光案内看板につきましても外

国語表記の方法などを検討し、サービスの向上に努め

てまいります。 

 次に、中心市街地活性化についてお答えをいたしま

す。 

 国庫補助金の今後の申請についてのご質問でありま

すが、さきの清風会代表畑中議員にお答えいたしまし

たとおり、今後にぎわいを提出するための計画の策定

に当たりましては、地域や商店街の方々と議論を深め

るとともに、既存の国庫補助事業に加え、国に対する

新たな制度の提案やＰＦＩなどの民間資金の活用も視

野に入れ、スケジュールも含めて検討してまいります。 

 次に、除雪対策についてお答えをいたします。 

 昨年度の記録的な大雪の経験を踏まえ、今年度の除

雪計画策定に当たり、２点について変更したところで

あります。 

 １点目といたしましては、出動基準を「10センチ

メートル以上の積雪時」としていたものを、「積雪量

５センチメートル程度で引き続き降雪が予想される場

合、もしくは断続的な降雪で、累積積雪量が10センチ

メートルに達した場合」に改め、従来のように市の指

示によることなく、積雪状況により受託者が除雪作業

を開始することといたしました。 

 ２点目といたしましては、歩道除雪を促進するため、

地域のボランティア団体などと除雪協定を結び、作業

にかかる燃料を市から支給することとしたところであ

ります。 

 後に、新設避難路などへの避難誘導灯の整備計画

についてお答えをいたします。 

 主に徒歩などで避難する避難路は、現在５路線のう

ち４路線が完成しているところであります。避難誘導

灯につきましては、ソーラー灯を９基設置済みであり、

今後におきましても、有利な財源を活用しながら市内

の避難路などを対象に、計画的に設置を進めてまいり

ます。 

 また、避難道路は、全13路線を計画、整備中であり

ますが、避難誘導灯の設置につきましては、平成27年

度に復興交付金を活用し、各路線の起終点や中間点な

どに設置してまいります。 

 以上で、創政会代表、下舘祥二議員に対する私から

の答弁を終わります。 

 ２項、津波避難についての答弁におきまして、東日

本大震災のあった「平成23年」と答弁とすべきところ

「平成27年」と答弁いたしました。訂正をお願い申し

上げます。 
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○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  創政会代表、下舘祥二議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、教育行政についてお答えをいたします。 

 まず、統廃合後の校舎と屋外運動場等の利活用と管

理状況についてでありますが、平成20年度以降、閉校

になった学校９校のうち４校は他施設への転用や民間

事業者等への貸与となっております。現在、教育委員

会で管理を行っているのは５校となっておりますが、

地区の文化・スポーツ活動などに活用されていること

から、地域にとって有用な施設となるよう、引き続き

地域住民の意見・要望を聞きながら、協議・検討して

まいります。 

 また、管理につきましては、地域住民から草刈り等

の環境整備について、協力を得ながら行っております。 

 次に、津波浸水区域内にある長内小学校、久慈湊小

学校の移転等整備計画につきましては、さきの清風会

代表、畑中議員にお答えいたしましたとおり、それぞ

れの町並みや地形条件等を考慮し、浸水区域外への移

転や高層化等を検討してまいりたいと考えております。 

 後に、新設マラソン大会についてお答えをいたし

ます。 

 さきの清風会代表、畑中議員にお答えいたしました

とおり、海岸線を活用したマラソン大会につきまして

は、安全対策等課題が多いところでありますが、関係

団体と協議し、研究をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で、創政会代表、下舘祥二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）  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59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   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。創政会代表下舘祥二君の一般質問を継続し

ます。再質問、関連質問を許します。18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  丁寧な答弁大変ありがとうご

ざいます。 

 再質問させていただきますが、４番の再生可能エネ

ルギーについてであります。答弁では、山形地区の荷

軽部を環境調査の段階であるというお話ですが、これ

もう少し詳しくお話、お知らせいただければありがた

いんですが、この事業の規模等はまだはっきりしてい

ないものか、そこいら辺を含めてお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  奈良産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（奈良透君）  事業の規模という

ことですけども、山形町のこのエリート牧場周辺です

か、風況のポテンシャルが非常に高いということもご

ざいまして、環境省、それから県のほうもポテンシャ

ルが高いということで検討しているものでございまし

て、決して発電事業が決定されたものではなくて、あ

くまでも可能性調査を、今、している段階でございま

して、これから風況調査等踏まえて、ほんとうに事業

実施が可能かどうかということを探っている状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  ６番のほうれん草ハウスの状

況をご説明いただきましたが、このほうれん草ハウス

というのは、今や久慈において山形地区、侍浜地区で

は基幹産業というか非常に大きい面積のほうれん草ハ

ウスがあるわけでございます。そして、随分と後継者

もそこで育ってきておるわけでありますが、この事業

は昭和55年、それから平成５年でありますが、この大

変な冷害の際に、冷害に強い作物ということで出てき

たのが、雨よけほうれん草だったと記憶しております

が、それで飛躍的に伸びて農家の人たちがそれに取り

組んで、随分売上も大きくしていったわけですが、こ

れは大事にしていきたいものの一つであるわけですが、

畑の長い間使った忌地現象というんですが、更新等、

その心配等ないものかどうか、その辺も含めてお知ら

せいただければと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  ほうれん草の連作障

害の研究といいますか、そういったことのご質問かと

思いますけれども、やはり長年同じハウスでほうれん

草を続けますと連作障害というものが出てくるという

ことでございます。地力増強を図らなければならない、

あるいは他の場所にハウスを変えるというふうなこと

を取り組む、あるいは別な作目を作付けをしながら、

連作障害を回避するというふうな取り組みが必要にな

ってございますので、それにつきましては農業改良普

及センター等との連携をとりながら対応してまいりた
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いと考えて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）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  それから、肉牛のことであり

ますけども、大変な高騰をして非常に異常事態が発生

しているという話を伺いまして、随分心配しているわ

けであります。先日も、肥育部会のメンバーが大地と

の契約出荷などしているわけですが、そっちのほうへ

いろいろ頭数を子牛が買えない状態で、高くて、契約

の頭数を減らしていただくようなお話とかそういうふ

うな要望をしにちょっと上京してきますなんて話、ち

ょっと聞いたりしてましたが、その辺の状況はどうい

うふうになっているか把握しているか、伺いたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  短角牛の子牛の価格、

高騰といいますか、そのことのご質問でございますけ

れども、10月の後半に行われました秋市場の結果を見

ますと、今年が38万1,992円という平均価格、昨年が

31万4,424円、比較いたしますと６万7,568円ほど今年

度高くなっているという状況でございます。 

 こうした価格が高騰する状況なわけですけれども、

繁殖農家にとっては高収益になっておりますけれども、

肥育農家にとりましてはなかなか子牛が手に入れるこ

とが難しい、ご指摘のとおりでございます。こういっ

たことについては、久慈市管内、ＪＡ新いわて管内で

は23年度までは評価購買というのを実施をして、この

繁殖農家と肥育農家でコストを按分するというふうな

取り組みが行われていたということでございます。 

 この評価購買について、今年度実施をして、肥育農

家が子牛を買い入れるというんですか、肥育ができる

ような取り組みをＪＡ新いわてが地域内で調整をして

取り組んでいるということで、ＪＡのほうから聞いて

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）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  おっしゃるとおり、子牛が高

くなれば繁殖農家は非常に喜ぶし、高くなればそれを

また餌食わして大きくして売る肥育のほうは、今度は

それを上乗せした価格で売らなきゃなんないというこ

とで、今度はなかなかそこの価格まではいかないとい

う状態になるわけで、あんまり高くなり過ぎてもお互

いにどっちが潰れてしまえばこれは、もともこうもな

くなるわけでありますが、そういった心配を私はして

おりまして、評価購買のお話、部長さんしてくださっ

たんですが、その評価購買はどのぐらいの頭数、割合

でその評価購買、今、なさっているのか。 

 これは、先ほど農協から聞いたってお話ですけども、

やっぱり当市でも聞くのでなく、携わって一緒に牛の

動向を見ていくって、そういう行動でないとまずいと

思いますので、その辺を含めてちょっとお話いただき

たいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  頭数等のご質問でご

ざいますけれども、市場への上場予定頭数の約３分の

１の約50頭について秋市場の前に実施をしたというふ

うに聞いております。市としての取り組み、これにつ

いては議員ご指摘のとおりですね、市としてもこの短

角牛、基幹産業と位置づけておりますので、しっかり

取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  再度申し上げますが、やっぱ

り一緒に農協等とタイアップして、生産者とタイアッ

プして動向等を見つめ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。 

 それから、教育長さんに伺いますが、学校統廃合の

廃校になった校庭が非常に草が伸び放題になって、大

変に見苦しいってお話私、そういった苦情をいただき

まして、そしてこの質問をさせていただいたわけです

が、先ほどの答弁ですと、地域の方々に委託をって言

い方だったですかね。何か私そう聞いたんですが、そ

うやって管理、草等は処理しているっていうお話です

が、これは年に１回なのか、いずれそういった苦情が

住んでいる人たちから出るっていうことは、その行政

区っていうかどこにどういうふうな形で委託をしてお

るのか。協力して、これグラウンドの草を刈り払いっ

ていうのは、刈払機で刈り払うっていうことで、普通

はグラウンドの草は草取りって草を抜くっていう形な

んですが、すっかりそういうふうになってしまってい

る。 

 刈り払うっていう状態になってしまうっていうのは、

ちょっと嘆かわしい状態ですけども、その辺をもう少

し説明をいただきたいと思います。 



－52－ 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  先ほど教育長から答弁申

し上げましたけれども、現在、教育委員会で管理して

るのは廃校となりました５校について管理しておりま

す。場所は繋小学校、日野沢小学校、荷軽部小学校、

侍浜の角柄分校、山根小中学校となっております。こ

れらにつきましては、地元の住民、行政区の方々に協

力をいただいてボランティアで草をとっていただいて

いるのが現状でございます。 

 まず、繋小学校以外につきましては、それぞれの学

校、地元の方々も利用しておりますので、管理そのも

のは教育委員会がやってますけれども、地元の方が使

いながらグラウンドも合わせて管理していただいてい

る状況でございます。そのような形で委託ではなく、

草取り等お願いしているものでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  ボランティアで草取り等をや

っていただいているということのようですが、これは

各地区とも人が居なくなっている状態なんですよね。

なかなかこのボランティアでお願いするって言っても、

非常に大変なんじゃないかと思うのですが、そこら辺

は少し十分もう少し考えていただいて、対応していた

だきたいという思いですので、その辺ももう少し次長

さんからお話いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  今、議員さんのほうから

現状教えていただきましたので、我々のほうでも、ま

た地元に入りながら地元と協議しながら、こちらでも

できることはやっていきたいと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  下舘祥二議員の一般質問に

関連をいたしまして、質問を順次していきたいと思い

ます。 

 １番の新年度予算についてであります。午前中の答

弁を聞いてますと、収入に見合った支出をして27年度

予算編成をするんだということでありますけども、そ

の収入に見合った予算編成をしていきますと、限りな

くゼロに近くなって市民に対する行政サービスという

のが、だんだんできなくなって、そのことによって一

般市民の方々からの税収増をお願いしていかなければ

ならなくなってくるような回答だったんですけども、

予算収入増をどうやっていけばふえるのかなっていう

のは、市町の考え方があったら聞きたいなと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  収入増の方策というよう

なご質問でございます。収入増とすれば税の増収とい

うようなことがあろうかと思いますけれども、先ほど

市長から答弁申し上げましたように、税収もかなり厳

しいという状況でございます。従いまして、先ほど市

長からご答弁申し上げましたように、歳入に見合った

歳出を組んでいくと、その中で選択と集中を図りなが

ら、市民にとってどの事業が必要なのかということを

決めて実施していくと。それから、なおかつ新しい事

業についても例えば先ほどから話されてますけども、

人口問題ですとか、過疎化、そういったものに対応す

る新たな事業についても取り組んでいかなきゃならな

いと、そのためにはやはり既存の事業のスクラップと

いうのも考えていかなきゃならないことだろうという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  私は市長に考え方を聞きた

かったわけですけども、総務部長がお答えをしていた

だきましたけども、今の答弁もなかなか久慈の10年先

だったり、中長期的な立場に立って考えるとするので

あれば、やっぱりマイナスにしかならないなと私は思

っております。 

 そこで、また市長に聞きたいんですけども、いずれ

トップセールスが私は必要だなと思っております。な

ぜかと言うと市長もお話をしておりますけども、久慈

のいいところ、いいものを他地域のところに発信をし

ていかなければなかなかこの地域、久慈市内で物事を

考ええいくとすれば、古くなった既存の建物を取り壊

していくんだとか、そうするとそういうふうなマイナ

スなことにしかなんないと私は思っておりますので、

そのトップセールスとする市長の考え方をここで皆さ

んに聞かせてほしいなと、私もそれを楽しみにしたい

と思いますのでよろしくお願いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  予算に係わってさまざまな

面でトップセールスをしろというお話でございます。

当然にさまざまな、重要な問題等についてはトップ

セールスもしますし、副市長が対応する場面にありま
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すし、部長が対応する場面もありますし、課長が対応

する場面もあるということでございまして、どの職員

の者が対応したとしても、それは市としての対応でご

ざいますので、そのことに関してはご理解をいただき

たいと思います。 

 今の建物を壊すとかそういうのはマイナスの面だと

いうご指摘でございますが、私どもはそういうふうに

は考えておりませんでして、歳入といいますか、市の

財政はある程度、議員おわかりのとおり、国からの交

付税でほとんどが賄われているものでございます。基

準財政収入額なり、基準財政需要額なりが国の計算方

式で示されておりまして、収入がふえればその分が、

交付税が減額されるというような大雑把に申し上げま

して、そういう状況がございます。そうした中で、施

設等の維持管理が現存すれば、必要になってくるわけ

でございます。 

 その施設の必要性、今後、維持していくのかどうか

というのについて、きちっと調査、研究し、廃止する

ものは廃止して、その分の維持管理経費を他の例えば

福祉予算等々に充当していくということで、この市民

サービスを充実させていきたいということでこのスク

ラップアンドビルドを徹底してまいりたいというよう

に考えているものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  ２回このことについて、質

問しましたけれども、市長さんには答えてもらえなか

ったなということに対しましては、直接市長の話聞き

たかったわけですけども、非常に残念であります。 

 次に、全てのことに新年度予算の考え方は通用する

ものだと私は認識しておりますけれども、以後もそう

いうことになるかと思いますけれども、ぜひ、考え方

をわかりやすく説明をしていただきたいなと思ってお

ります。 

 ５番の保健師の支所配置見直しの方針であるわけで

すけども、これもまだ決定にはなっていないのかなと

思っていますけども、今後の見通しで配置見直し方針

ということだとは思いますけども、この見直し方針も

保健師を撤退させるということですよね。そうすると、

先ほども話をしましたけども、今まではそこで地域の

方々に密度の濃い、丁寧な保健サービスができていた

ものと私はそういうふうに思っておりますが、そこが

いなくなるってことは、地域の方々の今までのかかわ

り方とか適切なアドバイスとかが若干おくれるわけで

すよね。いつ来るんだって地域の保健推進委員の方々

に多分お願いをするものだなとは思っておりますけど

も、推進委員の方は地域の方々でそれは言いやすかっ

たり、聞きやすかったりすると思うんで、適切なアド

バイスについてはこれはやっぱり行政サービスが低下

をするというふうに私はなると思うんで、そして、久

慈の地方でも脳卒中の低下を狙っていろいろな方策、

またはいろんな研究会等やっている 中に撤退して行

政サービスはやっぱり低下だよねと私は思うのですが、

そこの考え方についてお聞かせを願います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  今回、保健師については、

支所配置、要するに３支所と、山形総合支所で４支所

といいますか、配置しているわけでございます。その

ほかに小久慈公民館とか、長内公民館とか、夏井公民

館とかあるわけでございます。そういう中で今回、市

長が公約で申しております組織のスリム化等を通じて、

今、やっているサービスを後退させるということでは

なく、見直しをしまして、そして集中管理をすると。

その中で保健師の知識、それから経験、それらについ

て集団でもって意見交換をし、そして知識レベルを高

めていく、そしてその中で市長が答弁申し上げました

が、地区担当制を設け、あるいは定期的な相談日の設

定等をしながら、そしてさらには保健推進委員と住民

の皆様と協働しながら健康づくりを推進していくんだ

ということでございまして、健康を守るということは

一人ひとりがそれぞれが、何ていいますか、きちっと

認識を持って自分自身のこととしてやっていただくと

いうことが基本になろうかと思います。 

 そういう観点から、集中させそして職員研修を充実

させ、そしてそれぞれ地域担当制を設けて今よりも充

実した内容にしてまいりたいということで、今回、こ

の支所配置の見直しを進めようとするものでございま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  今、副市長からるる説明を

いただきましたけども、集中管理、またはその方々の

研修会等はとのとおり引き続きしてほしいわけですけ

ども、いずれにしても、今まで、すぐ、きょうでも、
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あしたでもすぐ相談できてきたのが、週何回とかにな

る時点が住民サービスの低下と私は思っておりますの

で、これも集中管理もしなければならないと思います

けども、極端な低下にならないように、ぜひ、地域の

方々の久慈市民の健康を担っていってほしいなと思っ

ております。 

 次に、11番の新設になった避難路についてでありま

すけども、今議会にも避難防災センター等が設置にな

って、議会にもかかっておりますけども、ここの通じ

る新しい道路、避難路になりますけども、先ほどの答

弁では設置を進めていくというお話ですけども、この

防災センターができている現状を踏まえて聞きたいん

ですけども、整備の見通し、ここら辺までで終了した

いというのがありましたらお聞きしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  避難誘導灯についてのご

質問でございます。いつ終わるのかっていうようなご

質問だったんですが、終わりについては、ちょっとま

だ設定はしておりませんけども、いずれ湊地区の１校

区から５校区まで５本避難路整備してますけれども、

この場所に９カ所に設置をしていくということで、今

後においても順次、計画的に設置を進めていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  順次というのは、非常に適

切な答弁かなとは思いますけども、この地域の防災セ

ンターが完了をしていて、地域の方も既に利用をして

いるわけですけども、この自然災害というのはいつ来

るかわからないというのは定説でありますし、避難し

ていく道々が暗いという現状はお年寄りの方々、また

は車椅子を使用している方々にとりまして、なかなか

方向が見えないというのがあると思うんですよね、そ

ういうことを考えますと、やっぱり進めていくという

のはそのとおりなわけですけども、いずれこの自然災

害というのは、いつどういうのが来るのかよくわから

ないわけですので、もしかしたら、選択と集中、優先

度を考えると、これも優先度が大だと私は思いますけ

ど、考え方についてお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  暗い箇所、避難に暗くて

不便な場所、そういった場所には設置していく方向で

はありますけど、何せ１本当たりソーラーですと180

万ほどしますので、やはりこの額ですと計画的に数本

というようなペースでもって進めていかざるを得ない

のかなと。あとそれを担うもの考えたんですけども、

例えば自前で懐中電灯ですとか、そういったものを順

次用意をしておいていていただければいいのかなとい

うふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  自前の懐中電灯という話で

すけども、その防災センターがある地域は多分、地域

のお互いの自主防災という団体があるかと思いますの

で、その方々の協力を得て、発電機をもう少しふやす

とか、投光機をもう少しふやすとかっていう考え方で

も私はいいと思っておりますので、この避難誘導灯に

限らず、ぜひ、この自然災害に速やかに対応できる方

策、施策を講じてほしいなと思っております。 

 後に、教育行政の津波浸水区内にある二つの小学

校でありますけども、先ほど、午前中から答弁も聞い

て、独自の財政ではできないとうのもありますけども、

いずれにしてもどうやって久慈市を担う子供たちをこ

の自然災害等から守っていくのかということに関しま

すと、なかなかわかっているけどできないという自体

が私はわかっててやらないのと等しいんじゃないかな

と。というのは、やっぱりそうじゃなくて、わかって

たら少しでも前に進んでほしいなという子供たちの生

命守っていく立場からしても、そこら辺も少し前向き

な、そこを突っ込んで言えないのもわかっております

けども、湊地区においては、もしかすれば少し開けた

山があるっていうのも、先ほど少しお話がいただきま

したので、そこからの前向きな教育長の個人的な考え

方でもいいんで、ぜひ、考え方を聞かせてほしいなと

思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長に申し上げます

が、残り時間が少なくなってますので、その範囲内で

答弁をお願いいたします。加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  それでは、午前中にもお話

しました長内小学校、久慈湊小学校等の移転等にかか

わる問題ですが、議員ご存じのように、平成24年度に

学校施設の防災力強化プロジェクト事業というのがご

ざいまして、そこで非常に詳細で緻密な報告が出てお

ります。その委員は、教育委員会関係者、あるいは学

校教職員、ＰＴＡ代表者、自治会関係者、それから専
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門家等、岩大の先生等も入っておりますが、その中で

久慈湊小学校と長内小学校の移転等についてのまとめ

がなされております。 

 久慈湊小学校につきましては、移転が望ましいと。

それから長内小学校につきましては、中長期的な視線

でかさ上げや高層化、それから高台移転について検討

してくものにすると。その前に下に避難道路をしっか

りつくろうというのもございます。そういう意味では、

久慈湊小学校、長内小学校、両方とも避難道路がほぼ

整備されたところでございます。 

 もう一つ申し上げますと、先日ですが、文部科学省

の学校建設でかかわる担当者も久慈市を訪れまして、

久慈湊小学校の現場、長内小学校も見ていただいてお

ります。そういう形でできるだけ早く安全な校舎にし

たいということは考えているところでございます。長

くなりました申しわけございません。 

○議長（八重櫻友夫君）  皆様方にお願いいたします

が、いずれ残時間の表示が新しいシステムになってお

りますんで、それを見ながら質問、そして答弁の時間

も考えながらお願いします。10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  私も下舘議員の質問に関連し

て何点か質問させていただきます。 

 順不同になるかもしれませんが、よろしくお願いを

したいと思います。 

 ７番の水産業振興、震災から３年８カ月過ぎた、今、

いわゆる数量、金額とも前年度同期よりは上がってい

るということで、大変いい誤算といいますか、予想が

外れた部分ではいいほうに外れたなと思ってます。 

 それで、ちょっと私、ことしの漁協の総代会にも出

席をさせていただいたんですが、そこで震災発生以降、

開設者、市と漁協で水揚げの表彰優良事業者といいま

すか、船員の方々の表彰をするのがあったんですが、

震災以降見送っていることでございました。逆に私は

その場で感じたのは、こういった大変な時期だからこ

そ、頑張っている人を表彰してあげる。そういうのも

必要かなと感じました。いずれ開設者ということで久

慈市で表彰する分もあるんで、来年も総代会あると思

うのですが、そういった際にはぜひとも、今、私が話

をしたようなことをお話をいただいて、表彰をする。

そういうふうにしていただければと思うのですが、考

え方をお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの優良事業者表彰

のお話をいただきました。考え方については、そのと

おりだと思います。本当に困難なときに、一生懸命頑

張っていただいたと、それが久慈市の復旧復興につな

がっているんだろうと考えております。ただいまの提

言を受けまして、前向きに実施の方向で考えたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  そのように、ぜひ、お願いを

したいと思います。あと、６番のところの、ほうれん

草のところなんですが、今年度新規で２名の方が就農

をされたということのようですが、実は私聞いた話で

大変若い方で就農をした方があるということで、その

親の方から聞いたんですが、いずれすごいいろんな助

成等もあるし、本人も張り切ってやっているというこ

とでした。 

 そういうことで、この２人の方の経営状況、今現在

どういうふうになっているのかなというところをお聞

かせをいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  ２人の新規就農者の

経営状況ということでございますけれども、細かい数

字等はございませんが、いずれこのお二人につきまし

ては、農業改良センター、それから農協と市と一緒に

なってほうれん草づくりを継続できるように支援をし

ているところでございます。 

 特に機械設備等につきましても、いろいろ制度、資

金等を活用して支援をしているということで、特に困

ったといいますか、そういうふうなことは聞いており

ませんで、いずれ就農者からいろいろ相談は受けなが

ら、今後とも大きく発展していけるように支援してい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  いずれ、午前中からいろいろ

話が出ているわけですが、いわゆる働く場をつくると

いうことからすれば、こういった若い人が農業であれ

取り組むというのは非常にいいことだなと、そういう

ふうに思っています。そういうことでモデル的なケー

スになるように関係部署等でもいろいろご支援なりを

いただきながら、そして機会を捉えてこういう例もあ
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りますよということをどんどん発信をしていく、そう

いうことが今後、また新たに就農する人が出るという

ことにもつながると思いますので、そのことについて

も考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  米澤農林水産部長。 

○農林水産部長（米澤喜三君）  ご指摘のとおりでご

ざいます。ことしの春先でございますけれども、市長

みずから野菜農家を巡回をいたしまして、激励もして

ございます。いずれ議員ご指摘のとおり、農業生産を

継続していけるように、今後とも農業者の方々を新規

の方々だけでなくて、現在、生産されている方々を励

ましをして、地域のほうれん草生産、産地としての役

割を果たしていきたいと思いますのでご理解いただけ

ればと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  あと、10番の除雪の対策のと

ころです。いずれさっきの答えですと、今まで10セン

チという基準があったんだけども、５センチでも今後

まだ降り続くというふうな状況のときには、出動とい

うことでした。いずれ、大体毎年同じような予算でこ

の除雪費というのをとっているのかなと思うのですが、

そうすれば今までのようにパトロールをして、やはり

この地域なり、市民なりから要望のあった地域を回っ

てみてそれから出動命令を出しているということで、

若干遅くはなってるんですが、今後は早くなるのは早

くなると思うのですが、いずれ経費的に逆にかかるよ

うになるんじゃないかなというふうな気もするんです

が、その辺についてはどのようにお考えてしているで

しょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  確かに、今、議員ご指摘の

とおり経費がふえるというような部分もあろうかと思

いますが、ただ、積もってからやるということになれ

ば、まださらに経費もかさむということになりますの

で、その辺については今年度、この新たな取り組みと

いうことで、除雪の出動基準、あるいは歩道の除雪ボ

ランティアといいますか、そういう方々に対しての燃

料費の助成というのもあわせてこの制度をつくりまし

た。 

 そして、今後この動きを見ながら、またさらに市民

の皆様方に除雪でご迷惑をかけないようなそういう仕

組みづくりを今後とも考えていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  今までこの除雪は国県道と比

べれば、市道はどうしても遅いし、丁寧でもないとい

うふうな若干の不評があったんですが、こういうこと

で、これを入れてもらえばやっぱり今後はその辺も市

民サービスの面からも向上するのかなと思いましたの

で、それはぜひとも、この点についてはよろしくお願

いをしたいと思います。あと、市政懇談会についてで

す。９月30日から11月の５日まで11回以上339人です

から、大体30人ぐらいですか、そのぐらいの参加だっ

たようでございますが、いずれ、この参加の状況なり、

それについてはどういうふうにお考えでしょう。出席

者少なかったのか、多かったのか、その辺についてお

尋ねをしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  市政懇談会について私も初め

て実施をさせていただきまして、今、お話ありました

ように、１カ所当たりやはり30人程度お集まりいただ

きました。平日の夜の６時半から８時という時間帯の

関係もあったかと思うのですが、たくさんの方にお集

まりいただいたとは思っているのですが、時間との関

係からいきますと、発言できない方のほうが圧倒的に

多いという、せっかくおいでいただいて、聞き役に回

っていらっしゃる方が多いのも非常に申しわけないな

と思った次第です。 

 それから、あと、お集まりいただきましたのが、ど

ちらかというと高齢の男性が主体と。女性は少のうご

ざいまして、見えたご高齢の女性もほとんど発言をさ

れないという状況がございました。50代以下の若手の

方は本当に数えるくらいしかお見えにならなかったの

で、時間の設定、曜日の設定等もあったかと思うんで

すけども、あるいは従来の市政懇談会の様子を知って

いれば、そういう方々が集まって、そうじゃない方は、

やはりことしもお集まりいただけなかったのじゃない

かなというふうな感じもしますので、市民の皆様の声

をお聞きする場は市政懇談会だけではありませんので、

もっとこちらのほうでも、さまざまな世代の方、あと

女性にももっと発言いただけるように工夫をしていか

なければいけないと思っておりますが、総じては発言

できた方が少なかったかなというふうには思っており
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ます。活発なお話もたくさんいただいたのですが、で

きれば全員、おいでいただいた皆様に一言でもお話し

いただきたいなというふうには率直に感じた次第です。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  ちょっと言いにくいことなの

ですが、市政懇談会、実は出席した人から言われたの

ですが、どちらかといえば、やっぱり市側の、市長を

含めて、お話が長いと、そういうことで、せっかく出

席したんだけれども、言いたいことを言えなかったと

いう声も実は聞かされていました。そういうことで、

市政懇談会だけでなく、私ども議会でも、議会報告な

り、かだって会議とかやっているのですが、そういう

ことで、いろいろ工夫をしなければならないなという

ことで、ある参加した市民の方からそのことも聞かさ

れていましたので、いわゆる聞く分をやっぱり当局側

は、私ども議会もそうだと思うのですが、聞く側に重

点を置いて、お知らせする側というふうでなく、そっ

ちは短めにしたほうがいいのかなと感じましたので、

ちょっと言いにくい部分だったのですが、耳にふたを

して聞いていただければと思います。 

 あと、新設のマラソン大会、13番でございます。い

ずれ大変有名になりました。午前中の畑中議員のほう

からも取り上げてられておりましたが、せっかくの大

変平たんな場所だし、いい場所ではあるので、いわゆ

る小袖海岸です。そこを使ったのを計画していただき

たいなと思います。八戸では、連休明けに毎年、うみ

ねこマラソンというのをやって、各年代なり、キロ数、

いろんなことを考えながらやって、全国からかなり、

久慈からも行っているようなのですが、参加をしてい

るようです。そういうことで、久慈でも、もぐらんぴ

あは、もぐらんぴあ駅伝ということで実施をしている

ので、こっちはマラソンということで、ぜひ研究をし

ながら取り組んでいただきたいと思うのですが、再度

そのことについてお尋ねをします。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  それでは、マラソン大会の

件についてお答えをいたします。 

 日本で今かなりマラソン人口が多いということで、

いろんなところで大会が開かれて、大変な市民ラン

ナーが参加しているということは承知しているところ

でございます。久慈は今、あまちゃんブームで、しか

も小袖海岸にはたくさんの人が訪れていると。あの海

岸線を、例えば舟渡から小袖等海岸線を走れば、きっ

と海を見ながら走れるすばらしい大会になるのではな

いかというふうなことも陸上関係者等から聞いたりし

ているところでございます。 

 ただ、午前中にも申し上げましたとおり、一つは、

あの道路で避難する、いわゆる山のほうに何かの場合

に駆け上がる避難路が非常に少ないということ。それ

から、マラソンの場合は車を走らせながら一緒に、端

のほうでマラソンをする場合もありますけども、あの

道路は恐らく通行どめにしないとできないのだろうと。

そうすると、普通マラソンをやっているところは、そ

のマラソンをやっている道路と並行した道路があった

りするのですが、あそこはそういう道路もないという

こと。 

 それから、もちろんこれはマラソン大会全般に言え

ることでございますけども、かなりの人員が必要だろ

うと、安全のために。もちろん、経費もかかるという

こと等を考えますと、すぐにというわけにはなかなか

いかないのではないかなというふうに思っております

し、もしあそこが無理であれば、じゃあかわりの道が

あるのかと、走る道路があるのかということ等も含め

て、関係の陸上競技の協会等と相談しながら、それこ

そ研究していく段階かなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  10番桑田鉄男君。 

○10番（桑田鉄男君）  実は私ども議会が友好協定を

結んでいる袖ケ浦市なのですが、何かことしもいわゆ

るマラソン大会的なのがあって、そこに久慈市のゼッ

ケンをつけた、恐らく職員の方だと思うのですが、行

って走ってくれたということで、大変感謝をしていた

のをこの前聞かされてきました。 

 そういうことで、こういうのも実現をしていただい

て、袖ケ浦、あそこも海なのですが、海で海がないと

ころなので、交流をしながら、向こうにも行って走っ

てもらう、こっちに来て走ってもらう、そういうこと

もできれば大変いいことだなと思っていましたので、

ぜひとも教育長には研究をして前向きに取り組んでい

ただきたいと思います。答弁はいいです。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、政和会代表、砂川利男君。 
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    〔政和会代表砂川利男君登壇〕 

○８番（砂川利男君）  政和会を代表して一般質問を

させていただきます。 

 第１点目は、行政改革についてお尋ねをいたします。 

 国では、行財政改革を進める中で、増税なき財政再

建と称して国有鉄道、電電公社、郵便局などが民間に

払い下げられた。民間会社は、ぬれ手にアワの内部留

保が数兆円規模と言われ、一方、大半の国民は、やが

てくる消費税10％台への突入と農水産物全面自由化に

よる輸入食品漬けの食卓の生活が目前に迫ってきた。

好む好まざるにかかわらず、税を払うために生き、税

を払うために働き、税を払うために生まれると思えて

なりません。そこで、行財政改革として当市の現状で

申せば、将来的にやめるにやめられない二つの事情が

あり、一つ目は公共交通問題、二つ目は汚水処理問題、

多少大げさな言い方をすれば、前門の虎後門の鬼と言

える。前門の虎でいえば、当時のＪＲ久慈営業所では

市に対し、2,000万円の財政支援を求め認められず、

営業所閉鎖の一因にもなった。その後の取り組みは、

4,500万円を支出する状況になったが、これで問題が

なくなったとは思えない。何らかの知恵を出していく

必要があるのではないか。後門の鬼の汚水処理は11番

目の項目で具体的に申し上げたい。 

 行政改革について申し上げたい。行政改革について

申し上げたことに取り組むためにじっくりと考え久慈

の将来がかくあるべしと計画立案できる人は、生活が

安定しなおかつすぐれた見識が要求されると思う。そ

の条件は約400人にも及ぶ市の職員の知識と経験から

の想像力を集大成させていくために、職員が働きやす

い環境整備が必要と思われるが、そのご所見を賜りた

い。 

 市公文書の取り扱いについてお尋ねをいたします。 

 公職で知り得た情報を、私人としてホームページな

どで資料など公表した場合、公文書の取り扱いに問題

はないかお尋ねをいたします。 

 ３番目は、防災行政無線についてお尋ねをいたしま

す。 

 現在の住宅は高気密住宅で、室内にいると聞こえに

くい状況にあり、対策として戸別受信機を低価格で販

売できないかお尋ねをいたします。 

 ４番目に、人口減少と過疎化対策についてお尋ねを

いたします。 

 戦後70年にわたり我が国は、一貫して中央集権化を

推し進められ、地方の社会はこの政策に翻弄され苦慮

の連続で、今なおその本質は変わらず今日に至ってい

る。特にも、当地方の農業は７万人の職場に匹敵する

とも言われてきた。旧山形村を見ても、昭和30年代の

人口は7,000人を超えていた。今日、山形町にその面

影はなく、現在では3,000人を下回っている今日であ

る。原因は、中央集権化による若者の東京一極集中で

あり、生活基盤の農業政策は俗に言う猫の目政策にほ

かならない。この状態に少なからず国も少し耳ざわり

のよい政策を打ち出し始めた。それは、まち・ひと・

しごと創生法である。その第１条の目的には、次のよ

うに記されているので、少し長くなりますが、参考ま

でに申し上げることをお許しいただきたい。我が国に

おける急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口

の減少に歯どめをかけるとともに、東京圏への人口の

過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境

を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持

していくためには、国民一人ひとりが夢や希望を持ち、

潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地

域社会の形成、地域を担う個性豊かで多様な人材の確

保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出

を一体的に推進することが重要となっていることに鑑

み、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国

等の責務、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に

関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画

の作成などについて定めるとともに、まち・ひと・し

ごと創生本部を設置することにより、まち・ひと・し

ごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ことを目的とするとあるわけであります。この目的を

見ると、今すぐにでも国からどんどんお金が来て、人

口減少にも過疎対策にも大きな期待を寄せたくなるわ

けでありますが、今後は人口減少社会における農山漁

村の活性化になり得る実施計画の作成の器量が自治体

に試されてくると思えてなりません。そこで、市では

このような状況に対して、どのような認識をもって取

り組まれるのかお尋ねをいたします。 

 ５番目に、都市間交流についてお尋ねをいたします。 

 南部氏のえにしによって山梨、青森、岩手の９市町

で長年交流を進めてきた、平成・南部藩は、当然久慈

市も参画しているべき組織であると思うが、久慈市が

参加してこなかった理由をお尋ねをいたします。 
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 次に、当市の国内都市間交流の現状と今後の方向性

についてもお尋ねをいたします。 

 ６番目に、東北油化株式会社倒産に伴う影響につい

て、久慈市内畜産業者などへの影響はどのようにある

かお尋ねをいたします。 

 ７番目に、農業政策における市営牧場についてをお

尋ねをいたします。 

 久慈市の基幹牧場、エリート牧場の放牧地における

牧草について、ここ数年、９月、10月になると牧草が

不足して、子牛の生育が伸び悩みの状態に非常に苦慮

している。放牧頭数が多いのか、牧草の管理が問題な

のか検討し、来年の放牧時には解決してもらいたいと

の声に対し、どのような取り組みが可能か。 

 子牛生育が順調であれば、繁殖農家の所得向上にな

り、肥育農家にはよい素牛の提供ができ、よい子牛を

生産し、よい繁殖素牛をふやすことにより、優秀な山

形村短角牛の保存、生産につながるわけであります。 

 長期、短期での山形村短角牛の向上計画を策定し、

一貫した支援が必要で、今、注目されている山形村短

角牛肉をより多くの消費者に届けるため、その根本と

なります子牛の生産をふやすために、優秀な子牛を市

内に残していけるような支援が必要と思うが。 

 ここ数年で高齢化などにより、短角牛の繁殖農家が

激減しており、市内での繁殖素牛の総頭数をふやす支

援策をどのように取り組まれるのかお尋ねをいたしま

す。 

 ２番目に、農産物の地産池消についてお尋ねをいた

します。 

 当市では農産物の地産池消促進策をどのようにこれ

まで取り組んできたのかお尋ねをいたします。 

 ８番目に、観光地の環境整備についてお尋ねをいた

します。 

 道路整備によって久慈渓流は昔からの面影が少なく

なったが、残っている景勝地の河川敷内の草木を除去

し、見晴らしをよくすべきと思いますが、考え方をお

尋ねいたします。 

 ９番目に、第２期中心市街地活性化基本計画の久慈

駅前再開発について、３点お尋ねをいたします。 

 当初計画では駅前ビル解体構想があったが、行政が

解体できる条件は何かお尋ねをいたします。 

 ２番目に、駅前ビルにかかわっての市税滞納状況と

土地、建物に対する抵当権設定などの内容を把握して

いるのであればお尋ねをいたします。 

 ３番目に、市民アンケート調査実施後の取り組み状

況についてお尋ねをいたします。 

 次に、道路整備について、三陸北縦貫道路について

お尋ねをいたします。二つほどお伺いいたします。 

 仮称久慈南インターチェンジ及び仮称久慈宇部イン

ターチェンジを双方向乗り入れ方式にするため、市と

して国土交通省に申し入れをすべきと思うが、その考

え方をお尋ねをいたします。 

 ２番目として、用地取得に当たって、土地収用法に

基づく強制執行が作動するのかお尋ねをいたします。 

 次に、国道281号についてお尋ねをいたします。 

 平庭から明神地区に歩行者及び自転車専用道を整備

するよう県に要望すべきと思うが、その考え方をお尋

ねいたします。 

 市道深田長根線についてお尋ねをいたします。 

 冬期間も向屋敷癩深田間が通行できる路線に整備す

べきと思うが、その考え方をお尋ねをいたします。 

 11番目として、汚水処理についてお尋ねをいたしま

す。 

 この問題については、これまで何回も申し上げてき

たことの繰り返しになるが、先般、25年総決算におけ

る答弁によると、市の下水道接続世帯数が2,896戸と

ございました。たまたまこの数値に近い数値がないか

と思って探したが、それに も近いデータが見つかり

ましたので、そのデータで申し上げたい。それは、財

団法人日本下水道協会下水道統計をもとに作成された

データであります。これは必ずしも久慈市の予算、決

算に数値が合うという意味ではございません。誤解の

ないようにお願いをいたします。要するに、下水道と

いうものは非常に大変なお金がかかるものだという意

味で認識をいただくための参考資料と申し上げたいわ

けでございます。 

 その中身を申し上げると、下水道管理費が６億197

万8,000円、使用料収入5,518万7,000円、下水道管理

費不足額５億4,679万1,000円、１世帯が払うべき経費

62万7,000円、１世帯当たりの不足額56万9,500円との

データもあるわけであります。下水道計画にのっとり

着々と進められているこの計画が、平成20年度末に見

ると、市の未整備人口は27,459人であり、工事費が１

人当たり120万円とのことで、総額345億9,834万円の

お金を投じなければならない。 
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 このことに対し、日本環境整備教育センターの国安

博士によると、久慈市は今現在、何をしなくても人口

減少に伴って汚水処理率は90％台になる。これ以上整

備すると施設の過剰投資となるとの指摘をされている。

そのような観点から考えると、財政健全化も含めて検

討課題に値すると思うが、そのご所見を賜りたい。 

 12番目に、市街地の洪水対策についてお尋ねをいた

します。 

 市街地の一部住宅が七、八年に１度くらい床上浸水

になる現状にあり、抜本的対策が求められているが、

今後の展望をお尋ねをいたします。 

 13番目に、市営住宅整備事業についてお尋ねをいた

します。 

 宇部地区市営住宅建て替え計画の内容についてお尋

ねをいたします。 

 14番目として、山根小中学校校舎について、閉校後

の校舎の利活用についての地元との協議状況について

お尋ねをいたします。 

 15番目に、地区公民館管理運営についてお尋ねをい

たします。 

 地区公民館管理運営についての今後の方針、考え方

をお尋ねをいたします。 

 16番目に、学校給食についてお尋ねをいたします。 

 中国産食材使用が大都市で問題になっているとの報

道があり、市ではどの程度使用しているのか、その状

況をお尋ねをいたします。 

 ２番目に、地元食材の活用状況についてもお尋ねを

いたします。 

 大変失礼をいたしました。11番の②の単独処理浄化

槽の撤去に国の補助金制度があるが、当市の活用状況

についてお尋ねをいたします。 

 以上で、登壇しての質問を終わらせます。 

○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）  政和会代表、砂川利男議員の

通告に従ってのご質問にお答えを申し上げます。 

 初に、行財政改革についてお答えをいたします。 

 行財政改革につきましては、限られた経営資源によ

り、よりよい行政サービスの提供による市民満足度の

向上に努め、 大の効果を生み出すために、不断の取

り組みが必要であります。 

 これまでは市政改革プログラムとして行政評価シス

テムの 適化や職員提案の実施を初め、歳入確保や適

正な歳出規模の維持などに取り組んできたところであ

ります。 

 今後とも、行財政改革を継続的に実施していくため

に、市政改革プログラムや副市長の１人制、組織体制

のスリム化などを市政刷新アクションプランの中に位

置づけ、まさに全庁、全職員が一丸となって知恵を絞

り市政の刷新に取り組んでまいります。 

 次に、公文書の取り扱いについてお答えをいたしま

す。 

 公職で知り得た情報を私人としてホームページなど

で資料などを公表した場合、公文書の取り扱いについ

て問題はないかとのことでありますが、公務で知り得

た情報は、その公務を遂行するために使用すべきもの

であり、公文書の取り扱いにおいては、適当でないも

のと考えております。 

 なお、一般職の地方公務員におきましては、行政に

対する信頼を確保し、情報の取得を確実にするため、

地方公務員法第34条の規定により、秘密を守る義務が

規定されているところであり、どの範囲の情報を秘密

とするかは、当該事務の責任者である執行機関が判断

するところであります。 

 また、特別職につきましては、地方公務員法は原則

として適用されないところでありますが、知り得た情

報の取り扱いについては、それぞれの倫理観によると

ころが大きいものと考えております。 

 次に、防災行政無線についてお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、住宅の高気密化により室内で

は聞き取りにくいことは認識しているところでありま

す。販売店に確認したところ、現状では、受信状況に

より、受信機１台当たり取りつけ料込みで８万円から

24万円程度と高額であり、低価格での販売は困難であ

ると考えております。 

 現在、難聴対策として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の設置や

携帯電話、パソコンなど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

講じているところであります。 

 今後とも、防災情報メールマガジンなどの普及の推

進を図りながら、新しい伝達方法についても研究して

まいります。 
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 次に、人口減少と過疎化対策についてお答えをいた

します。 

 人口減少への対策は、当市のみならず、地域全体の

重要な課題であり、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

ターンの促進など各施策の相互連携を図り、全庁を挙

げて取り組むほか、この問題を久慈地域全体の問題と

捉え、近隣市町村や県、国などと連携して取り組んで

いくこととしております。 

 また、現在、国において、50年後に１億人程度の人

口維持を目指す長期ビジョンと、人口減少を克服し、

将来にわたって活力ある日本社会を実現するための５

カ年計画を示す総合戦略の取りまとめを行っていると

ころであり、市におきましても今般、国会で制定され

ました、まち・ひと・しごと創生法に基づく、久慈市

まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定することによ

り、長期的視点に立った方策の検討を進めてまいりま

す。 

 次に、都市間交流についてお答えをいたします。 

 まず、平成・南部藩については、昭和58年に遠野市

の南部神社100年祭に八戸市長が出席し、南部氏ゆか

りの自治体で交流する話が持ち上がり、両市長から各

市長に呼びかけて発足した南部首長会議が前進であり

ます。 

 設立当初は、青森県、岩手県、山梨県内の７市町で

構成されておりましたが、後から七戸町、二戸市が加

入して現在の加盟市町村の構成になっているところで

あります。 

 平成・南部藩に久慈市が参加してこなかった理由に

ついてでありますが、当市としても情報収集に努める

などの積極的な動きを行わなかったことなど、ではな

いかと考えております。 

 なお、本年７月、八戸市において交流事業が開催さ

れると聞き、私から直接、小林八戸市長に対して平

成・南部藩加入について打診を行ったところであり、

今後はこのような交流、連携事業に対して積極的に参

加していくこととしております。 

 次に、当市の国内都市間交流の現状についてであり

ますが、現在久慈市では、東京都小金井市、新潟県小

千谷市と交流の検討を進めているところであります。 

 小金井市についてでありますが、平成11年に、旧山

形村の小中学校をセカンドスクールの実施校としてＰ

Ｒするため小金井市を訪問したのが発端で、その後、

春の小金井桜まつり、秋の小金井お月見の集いに久慈

市ブースを開設するなどの交流が続いております。本

年９月には、私が稲葉小金井市長を表敬訪問し、友好

都市協定に向け、協議を進めることについて合意をし

たところであり、現在部長級での協議において、小金

井市から、まずはじっくり民間での交流を深めていく

べきではないかとのご提案をいただいているところで

あります。 

 小千谷市についてでありますが、平成14年の闘牛に

関する小学校の文化交流がきっかけであります。小千

谷市は当市と同様に闘牛が盛んなまちであります。小

千谷闘牛は国指定重要無形民俗文化財となっていると

ころでもあります。さらなる交流の取り組みにつきま

しては、小千谷市からの意向を踏まえ、検討を進めて

まいります。 

 交流人口の拡大による地域活性化を図る観点からも、

今後は都市間交流、連携が非常に重要であると捉えて

おり、さまざまな機会を通じて他の市町村との連携に

ついても積極的に検討を進めてまいります。 

 次に、東北油化株式会社の倒産に伴う市内畜産業者

等への影響についてお答えをいたします。 

 市内の畜産農家の飼養する牛が死亡した場合は、八

戸市内の化製場におきまして、適正に処理されている

ことから、東北油化株式会社の倒産に伴う市内畜産業

者等への影響はないものと捉えております。 

 次に、農業政策についてお答えをいたします。 

 まず、市営牧場について、秋の牧草不足から牛が痩

せるとの声があるとのことでありますが、市営牧野で

ある短角牛基幹牧場、通称エリート牧場は、繁殖牛を

５月上旬から10月中旬まで放牧する短角牛振興の重要

な放牧場となっております。 

 当該牧野は、放牧地として長年使用しており、牧草

の生育が悪いところも見られるほか、晩秋には低温に

より成長が遅くなり、牧草が不足する状況にあると認

識しております。 

 このようなことから、牧草の成育確保対策として、

毎年の肥料散布に加え、種子の追加播種や簡易的な草

地更新を行っているところであります。 

 今後におきましては、放牧頭数の適正化と定期的な

草地更新を実施することなどにより安定した牧草確保

を図り、健康な短角牛の育成を図るため、新岩手農業
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協同組合ほか関係機関と一体となって取り組んでまい

ります。 

 次に、農産物の地産池消についてでありますが、こ

れまで関係機関及び団体と地産池消推進検討会議を設

置し、地元産食材の学校給食への利用促進や情報共有

を図ってきたところであります。特に、学校給食用米

につきましては、平成23年度から久慈市産の米を

100％使用しているところであります。また、久慈地

方農業農村活性化推進協議会の食農教育・地産池消推

進事業により、産地直売所の活性化に向けた意識啓発

やスキルアップに取り組んでいるところであります。 

 このほか、地産池消ふれあい給食事業を実施して、

給食会場において生産者の出前教室などを行い児童と

食材を通じた交流を進めているほか、久慈地方産業ま

つりなどのイベント会場におきまして地元農林水産物

の試食と販売を行うなど、ＰＲを進めてきたところで

あり、地産池消に対する意識の醸成を図ってきている

ところであります。 

 次に、観光地の環境整備についてお答えをいたしま

す。 

 久慈渓流は久慈平庭県立自然公園の一部として指定

を受け、ジオサイトである鏡岩や新緑、紅葉といった

渓流景観が高く評価されております。 

 久慈渓流と並行する国道281号からの良好な眺望の

確保は、観光地としての魅力をさらに高めるものであ

ると認識をいたしており、久慈川の管理者である県北

広域振興局に対しまして自然公園としての景観保護に

配慮した支障木等の除去作業の協力を要請するととも

に、他の関係機関等と協力しながら、今後とも景観保

護に努めてまいります。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画の久慈駅前

再開発についてお答えをいたします。 

 まず、行政が駅前ビルを解体できる条件についてで

ありますが、駅前ビルを市が解体するためには、対象

となる物件が市の所有であることが必要であると捉え

ております。 

 また、開発事業などにおいて、整備するエリア内で

撤去することが必要不可欠な場合は、補償費により、

所有者に対応していただくことになるものと考えてお

ります。 

 次に、駅前ビルにかかわっての市税納付状況と土地、

建物に対する抵当権設定等の内容を把握しているかと

のご質問についてでありますが、土地、建物に対する

抵当権などにつきましては、計画策定の段階で、所有

者を把握する必要があったことから、登記簿謄本によ

り、設定状況について把握しております。 

 また、市税の納付状況につきましても、当然、把握

しているところであります。 

 次に、市民アンケート調査実施後の取り組み状況に

ついてでありますが、市民アンケートの結果を受け、

可能な限り市民が望んでいる施設を整備するためには、

ＰＦＩなどの民間資金活用も視野に入れ検討する必要

があることから、内閣府のＰＦＩ専門家派遣事業など

による研修を実施しているところであります。 

 駅前開発事業は、商業者の方々と一体的に取り組む

必要があり、現在、各商店の現状を把握するための調

査を実施しているところであります。 

 次に、道路整備についてお答えをいたします。 

 まず、三陸北縦貫道路の仮称久慈南インターチェン

ジ及び仮称久慈宇部インターチェンジを双方向に乗り

入れができる方式にするよう国土交通省に申し入れる

べきとのことについてでありますが、国土交通省東北

地方整備局三陸国道事務所によりますと、三陸沿岸道

路のインターチェンジは、地域の交通や土地利用状況、

経済性などを総合的に勘案し、双方向と片方向のイン

ターチェンジを組み合わせ、これまでより設置間隔を

縮めることにより利便性を高めた計画であると伺って

おり、現時点での変更は難しいものと捉えております。 

 次に、三陸北縦貫道路の用地取得に当たっての土地

収用法に基づく強制執行についてでありますが、事業

者である国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所に

よりますと、三陸沿岸道路の整備工事を円滑に推進し、

早期完成を図るため、先週12月５日に土地収用法に基

づく三陸北縦貫道路の事業説明会を開催したところで

あり、今後においては、多数の相続人が存在する場合

や行方不明者など話し合いで解決が困難な事案が生じ

た場合、同法に基づく用地取得事務を進めると伺って

いるところであります。 

 次に、国道281号の平庭から明神地区の歩行者及び

自転車専用道の整備についてでありますが、道路管理

者である県北広域振興局によりますと、歩行者及び自

転車専用道の整備については、今後の交通量及び利用

状況などを踏まえ検討していくと伺っているところで

あります。 
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 市といたしましては、今後とも平庭峠を含む国道

281号の改良整備とあわせ、道路管理者に要望してま

いります。 

 次に、市道深田長根線の整備についてでありますが、

この路線は、山根町深田地区と山形町繋地区を連絡し、

国道281号と主要地方道久慈岩泉線の迂回路としての

機能を持ち、重要な路線と認識しております。 

 現道は、幅員が狭小であるとともに、急カーブ、急

勾配が続き、車両の通行に支障を来していることから、

現在、深田地区側から改良工事を進めているところで

あります。 

 今後におきましては、冬期間も安全に通行できるよ

う早期完成に努めてまいります。 

 次に、汚水処理についてお答えをいたします。 

 まず、公共下水道計画見直しについての考え方であ

りますが、国の指導で県が行う都道府県構想の見直し

を受け、人口減少や厳しい財政事情を踏まえ、持続可

能な汚水所システム構築に向けた久慈市汚水処理構想

を見直すこととしているところであり、具体的には、

国で新しく策定された３省連名の新マニュアルを踏ま

え、経済比較を基本とした見直しを行い、当市でも汚

水処理施設10年概成アクションプランの策定を来年度

から進めてまいります。 

 次に、単独処理浄化槽撤去に係る補助金の当市の活

用状況についてでありますが、現在のところ当該補助

金の活用の実績はありません。 

 岩手県では、単独処理浄化槽の設置率が全国と比較

して低く、また、現存する単独処理浄化槽は下水道区

域内などの設置が多く、補助金の交付対象とならない

場合があることなどから、補助金交付要綱を制定して

いないところであります。 

 市内の補助対象は19基でありますが、生活環境の保

全、公衆衛生の向上のためには単独処理浄化槽から合

併処理浄化槽への転換が必要であると認識しておりま

すことから、今後におきましては、県に対して単独処

理浄化槽の撤去費の予算措置を要望していくとともに、

設置者に対し合併処理浄化槽への転換を働きかけてま

いりたいと考えております。 

 次に、市街地の洪水対策についてお答えをいたしま

す。 

 これまで、久慈市におきましては、門前ポンプ場、

中央ポンプ場、西の沢ポンプ場、川崎町東ポンプ場の

４カ所を整備してきているところであります。 

 現在は、浸水被害戸数も多く緊急性が高い川貫地区

において雨水排水ポンプ場や雨水排水路の整備を進め

ているところであり、今後におきましても、下水道雨

水排水計画に基づき、財政状況などを勘案しながら、

早期の整備に取り組んでまいります。 

 後に、市営住宅整備事業についてお答えをいたし

ます。 

 宇部地区の市営住宅建て替え計画でありますが、平

成21年度に策定した久慈市公営住宅等長寿命化計画に

基づき、老朽化した日向地区と和野平地区の２地区の

住宅を集約して、建設することとし、今年度の事業と

いたしましては、建設予定地の測量を実施することと

しているところであります。 

 以上で、政和会代表、砂川利男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）  政和会代表、砂川利男議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、山根小中学校校舎についてお答えをいたし

ます。 

 本年３月末に閉校した山根中学校校舎ですが、８月

に山根地区区長会と利活用についての懇談会を開催し、

９月に同区長会から支所、公民館機能移転を含め、あ

わせて多目的施設としての活用を希望するとの要望書

を受けたところであります。 

 また、10月には地域住民全員を対象とした懇談会を

開催し、支所、公民館機能の移転についての賛同を得

たところであります。 

 今後につきましては、地域から要望がある支所、公

民館機能の移転を第一に考え、具体的な整備について

は、引き続き地域住民の皆様及び関係部局と協議して

まいります。 

 次に、地区公民館の管理運営についてお答えをいた

します。 

 教育委員会では、これまで地区公民館を生涯学習の

拠点施設として位置づけ、施設の適正な維持管理に努

めるともに、放課後子ども教室等の社会教育事業を展

開してまいりました。 

 今後におきましては、地元に根差した団体が地区公

民館を指定管理することにより、地域がみずからの発
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想で、地域の特性を生かした事業、住民ニーズに即し

た事業の展開や課題解決のための拠点として、自主的

に管理、運営することが望ましいと考えており、それ

ぞれの地域の要望や受け入れ先の組織体制等を考慮し、

指定管理へ向けた対応をしてまいります。 

 後に、学校給食についてお答えをいたします。 

 まず、中国産食材の使用状況でありますが、学校給

食に用いる食品については、食品衛生法や日本農林規

格に適合したものを購入するようにしており、購入前

には業者へ、安全・安心な食品について見積もりを依

頼しているところであります。 

 具体的には、無登録農薬を使用していない野菜等安

全性を確認した食材について納入するよう依頼してお

り、その結果、直接的な原材料としての中国産食材の

使用はないところでありますが、調味料等の一部には

中国産の食材が含まれているものがあります。 

 今後においても、発注段階から安全性が確認された

ものを使用するよう、一層安心・安全な給食の提供に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、地元食材の活用状況についてでありますが、

平成25年度末の購入金額で申し上げますと、食材全体

購入金額１億6,167万4,780円に対し、地元食材購入額

は5,001万3,582円で、活用状況は30.9％となっており

ます。 

 主な地元食材の使用状況でありますが、牛乳、ヨー

グルト、米、ホウレンソウはほとんど100％、シイタ

ケ94.7％、豚肉が73.8％となっております。 

 今後においても、地元食材の活用の推進について努

めていくことにしているところであります。 

 以上で、政和会代表、砂川利男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。８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  それでは、何点かお尋ねをい

たします。 

 まず 後のこの学校給食のほうから簡単にお尋ねを

いたします。 

 この食材というものは、なぜ中国産でもアメリカ産

でも同じなんですけれども、なぜ地元食材でなければ

だめかというのは簡単でございます。長距離輸送をす

るために、食品の鮮度が落ちないようにあらゆる手段

を講ずる。一言で言うならば、農薬漬け、薬漬け、そ

して、鮮度を保って食卓まで来ると。ですから、不純

物を我々は食べざるを得ない状況になると。そういう

意味で、地元産食材は、鮮度が落ちていく比率が全然

違うわけです。そういう意味からしても、この地元産

食材というものは、何よりもすぐれていると。そうい

う意味で地元産をなるだけ採用していただくように心

がけていただきたい、これが１点。 

 それから、汚水処理についてお尋ねをいたします。

汚水処理については、たびたび簡単に申し上げてきた

んですけれども、人口減少に伴うのはもちろんですけ

れども、お金がかかり過ぎる。人口５万人以下の自治

体では、お金がかかり過ぎて自治体の財政が破綻する

とも言われてきておる。それが、この下水道の大きな

特徴であります。 

 これは、どういうことかというと、 初計画したと

ころが、 後まで終わるまでは数十年かかる。その配

管の材質の期限が30年から40年ぐらいだと言われてる。

ですから、事業計画が終了して、実施で終了したとき

は、 初の配管のほうから直さなきゃならない。これ

を俗に終わりなき工事だと。こういう性質を持ってい

るのが、この下水道の特徴なわけで、ですから、政府

は法律でこれを保障して、代金を優先につながるから、

どんどんこの下水道を法律で縛って進めてきているん

です。それに乗せられて、地方の自治体が財政的な逼

迫の一因になってるという点から考えれば、これは考

えていく必要があるという意味で申し上げた。 

 それを長年、建設省のほうでは認めてこなかったの

が、何回も三回もこういう議論が国に上がっていった

ために、国みずからが下水道に対する施策の変換を見

直してくださいよという通知が出されるように 近は

なってきた。そういった中で、久慈市は将来的に１万

人からの人口が減るというシミュレーションで見てい

くと、やはりどうしてもこの財政的にも有利な形にし

ていく必要があると。この負債の状況を次の世代の子

供たちになるべく軽減を軽くして引き渡していかなけ

ればならない義務と責任が我々にあるのでないかなと

いう意味でこの汚水処理を取り上げたところでござい

ますが、この点についても時間がないから簡単に一言

ずつお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  それでは、学校給食につい

てお答えいたします。 
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 砂川議員からご指摘のとおり、学校給食は安全・安

心が第一でございます。さらには、地域の産業振興と

いう観点からも、あるいは輸送費がかからない、近い

ということで低価格であるという観点からも含めて今

後とも地元食材の活用に努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  汚水処理についてでございま

す。 

 従来からは、非常に多額の経費がかかるというふう

な整備の状況でございました。先月、国交省の下水道

課長さんと二戸で意見交換する場がございまして、今、

国におきましては、やはりそれが大きな課題になって

ると。人口が減る中で下水、やっぱり環境を守るため

には下水の整備が必要であるということで、国におき

ましては、国土交通省と農林水産省と環境省、この３

省が一緒になって、いかにして安い整備費で環境の整

備を進めるかということを進めているというお話がご

ざいました。今、それに対しては、民間のいわゆる配

管業者も入って官民一体となって研究を進めていると

いうことがございました。 

 具体的には、久慈市にもモデル事業の市町村として

手を挙げてほしいと。手を挙げてもらえれば環境省も

職員を久慈市に派遣して現状を見て、そういう状況の

中でどういうふうに整備すべきかと。必ずしも公共下

水道にこだわらないやり方、集落排水とか合併浄化槽、

どれがどうあれば整備が進むかと。財政負担が少ない

ようにするかと。今は公共下水道とそういった集落排

水と合併浄化槽、これをどうつないでいくかという、

そういう３省の連携も非常に今進んでるということも

ございましたので、こういったモデル事業として環境

省からこの久慈の現状を見ていただきたいと思ってお

ります。やはり人口減る中におきましても、市民の皆

様からは早く公共下水道をつなぎたいというご要望も

ありますので、そういった声とのバランスをどうとる

かということでございますけれども、そういった国の

動向等踏まえて、さらに研究をしていかなければいけ

ないというふうに思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  それから、10番の（３）の深

田長根線、これが非常に戸数でいけば少ないから気の

毒な部分があるんですけれども、非常に移動販売車の

方が、その繋と深田の元村から、目と鼻の先まで行っ

て戻らなければならないという非常に困った状況の場

所ですので、これを冬期間車が 低でもこの移動販売

車が通れるようにこれは早急にお願いしたい。 

 要するに、例えて言うならば、滝ダムのトンネルの

とこで、目の前が滝を目の前にして、戻ってぐるっと

大川目を通って山形を通って、それで滝に物を売りに

行くいうような状況に同しなわけです。ですから、こ

の深田の元村の地区のところに移動販売車の方が物を

売りに行って、すぐ目の前の繋に越えれない、冬期間

除雪をしてもらえないから。そのためにずっと滝を回

って、久慈の市内を回って、281号で川井のほうに上

がって繋のほうに上がって物を売りに行くという、こ

の繰り返しをずっと何十年もやってるわけでございま

すので、ぜひこれは冬期間でも２トン車の車ぐらいは

移動販売車の方が通れるようにしていただかないと、

自分の車で市内に買い物に来れる人ばかりのところで

あればいいんだけども、この深田の元村にしても、向

屋敷の繋地区にしても、お年寄りや車へ乗れない方が

いっぱいいるわけですから、そういった意味で、ぜひ

これは考えていただきたい。 

 それから、この単独浄化槽の撤去の関係でございま

すが、これは、単独処理浄化槽を撤去するために国か

ら補助金が出てるんですけれども、なぜこれが問題か

というと、昔水質の基準を決めるときに、人間の人糞

が100ppmぐらいだった。それで生活雑排水が80ppmぐ

らいだと。じゃ浄化槽の水質を放流する基準は、その

中間の90ppmでいいんじゃないかということでできた

のが、この単独浄化槽の水質の基準で、これが長年放

置されて、日本全国の河川が汚れる 大の原因になっ

たのをなかなか根拠をして学者の方がこれを改善でき

なかった。それで浄化槽法が初めてできたというのが

今日至ってる。ですから、要するに、未処理の放流水

をそのまま放流するに匹敵するような単独浄化槽を補

助金を出して国では何とか撤去するような形に努めて

きているわけでございますので、久慈市内においても、

これはぜひやっていただきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。 

 それから、もう時間がないからまとめて申し上げた

いと思います。 

 この５番目の都市間交流についてお尋ねをいたしま

す。 
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 この平成の南部藩というのに交流を深めているとい

うことに関し、久慈市は長いこと加わってこなかった

のは、むしろよかったかもしれないなと私は思うんで

すが、なぜかと申し上げますと、この南部藩の中の一

つの久慈市はもとをただせば青森県の結局現在のもと

をつくった。要するに、久慈の人間が青森県に行って、

今の青森県をつくったという歴史的事実があるわけで

ございます。したがいまして、今後の取り組みの中に

おいて、要するに久慈市が元祖であるんだということ

が歴史上事実である以上は、交流を深めていった先に

おいて、いろいろな形が出てくる。そういう意味から

すれば、久慈市は慎重に考えていくべき性質のものだ

というふうに私は思ってるんです。 

 これは何でかと申し上げると、久慈の夏井のお城か

ら300人ぐらいの人間を引き連れてごっそりと青森県

の鰺ケ沢のほうに引っ越して、南部の殿様から頼まれ

て、それ行ったと。青森県は秋田の支配下にあったも

のを南部勢が取り戻したものだか、追い出したものか

わからないけれども、そういう経歴がある。それを南

部藩から派遣されて行った人が久慈の夏井城におった

方がごっそり引っ越していって、10年で人口倍にして

今の津軽の状況をつくったというのが歴史的にもはっ

きりしてるんです。 

 それで、その一族に久慈の殿様も加わってる関係か

らすれば、簡単にこの歴史の問題に広域連携を含んで

いったときに、歴史に触れない交流するのであれば、

私は問題がないと思うけれども、そういう状況が出た

ときは、ちょっとおかしくなる傾向になり得るんでな

いかなと。逆に行けば、やはり久慈市が入って、津軽

南部の長年の積年の思いというものを解決していくた

めのキーマン的市にもなるという意味からすれば、こ

こは考えもんだなというふうに思いますので、そこは

よくよく熟慮して取り組んで、久慈の主体性をあくま

でも主張していける体制づくりの一つの手段として考

えていただきたい。まず、これについてお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの平成・南部藩の関

係でございますが、津軽為信は久慈の出身であると司

馬遼太郎先生もお書きになってるのも承知しておりま

すし、津軽と南部は青森県においてはご存じのような

状況、関係できているというふうにも承知しておりま

すが、一方におきましては、久慈は八戸藩のという状

況でもございますので、これから考えておりますのは、

歴史もございます。それぞれ主張、事実等もそれぞれ

あるかと思うんですけれども、少なくてもこの広域の

連携、青森県南地域との連携、秋田との連携、こうい

った今の経済情勢、人との交流、そういったものを考

慮いたしまして、そちらを優先して、やはり仲よくつ

き合っていくべきだというふうに思っております。 

 万一、ただいま砂川議員おっしゃるような、そうい

う歴史の根幹にかかわるような話題になったときは、

そこはきっちり立場をわきまえて言うべきことは言っ

てまいりたいというふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市道深田長根線に対する質

問でございます。 

 今、現在、約全体延長１キロメーターほどあります

けれども、平成26年までで240メーター施工が進んで

おります。残る760メーター、これにつきまして早期

に整備が図られるよう今後とも努力してまいりたいと

思います。 

 次に、汚水処理の単独処理浄化槽についてでござい

ます。 

 市長が答弁いたしましたとおり、市内には補助の対

象として大体19基ございます。これに対しましては、

確かに水質、これが排出される水質は余りよくないと

いうのは市でも把握しております。今後におきまして

も、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換につい

て働きかけ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。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  それから、三陸北縦貫道路の

この（仮称）南インターチェンジ、これについて先ほ

どの答弁ではなかなか厳しいということでございます

が、これは、初めから緩いのはおかゆだけでございま

すので、 初からそういう考え方は私は理解いたしま

せんので、ご了承願う。 

 ぜひこれは双方向に乗れる形を正式に建議を垂れて、

この建議というのは県議会議員じゃないですよ。建議

を立てて、その強い要望をしていただきたい、なって

もならなくても。なぜかというと、この強い要望を公

式に出しておくことは、将来的につながるわけでござ

います。そういう要望を出したにもかかわらず、実現
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しないのは国のほうが蹴ったというあかしになるわけ

ですから、そういった意味からも、やはりこれを繰り

返さない限りは、いつまでたってもこの我々が希望す

る状態は生まれてこないという意味からすれば、建議

を立てて正式に双方向のインターチェンジを求めてい

ただきたい。 

 それから、人口減少についてお尋ねをいたします。 

 このどこでも人口が減るのは苦慮して、減るのがあ

たかもだめなように感じざるを得ないんですが、考え

てみれば、戦前は日本の人口は7,000から8,000万人ぐ

らいだとも言う学者がおる。それで、１億火の玉とな

って鬼畜米英をやっつけるという言葉が生まれた。じ

ゃあとの3,000万人はどこにいるんだと。これは東南

アジアの国々の人だと、こういうことなそうでござい

ます。ですから、今人口がどんどん減るのは、別に異

常でもなければなんでもない。もとに戻る一つの流れ

だというふうに理解すべきだと私は思っております。

そういった中でも、やはり人口減少を食いとめるため

の施策というものは講じていかなければならないとい

うように私は思います。 

 そういう意味からすれば、例えば、市役所に入所を

二十歳代でする方においては、35ぐらいまでに結婚し

なかったら自然退職してもらう。あるいは退職までに

１組のカップルを仲人をしなかったら退職金を１割減

らすとか、それぐらいのことをやろうとすれば法律的

に問題が出るでしょうから、そのぐらいの決意を持っ

てこの市に入ってくださいよというのを常にお話をし

ていただいて、賛同いただくという形の取り組みがま

ず行政側もするべきことだと思いますので、この点に

ついて所感をお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  三陸北縦貫道のインターチェ

ンジの関係でございます。将来的な展開も含めてとい

うお話をいただきました。先ほどお答えいたしました

現時点での変更はと、現時点ではと。既に設計ができ

上がりまして、用地買収等もそれにあわせて進んでい

ると。現実的な状況を踏まえての回答をさせていただ

きました。国土交通省東北整備局に対しましては、今

後ともその地元の声を届けてまいりたいと思っており

ます。 

 ２点目の結婚問題、市の職員の関係でございますけ

れども、現実にそういう先ほどご提案があるようなも

のは少々問題があります。法律的にも問題が多数ある

かと思うんですが、ただ、私も職員との対話をしてお

ります、先日20代の職員全員とも10人ぐらいずつ直接

話をしてまいりまして、その中で、遠藤は皆さんがい

い配偶者と出会って、明るくて元気な家庭を、健全な

家庭をつくってほしいと思っていますと。そういうメ

ッセージは伝えております。具体的には、市の独身男

性を重点的に市内の保育所の保母さんとの出会いの場

の設定もしたところでございまして、ほかにもそうい

うご希望もありますので、そういう出会いの場は、こ

れからも積極的につくってまいりたいと思いますが、

強制についてはいろいろ問題があるかと思っておりま

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）  いずれただいまの人口減少

の市職員の独身状況については、明日新政会で中塚議

員が質問することになってますので、その際にまたお

聞きになってください。 

 では、この際、暫時休憩いたします。再開は３時10

分といたします。 

    午後２時52分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時10分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 政和会代表、砂川利男君の一般質問を継続します。 

 関連質問を許します。15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  政和会、砂川議員の質問に関

連して何点か質問をさせていただきます。 

 まず、項目９番のいわゆる中心市街地の関係、駅前

再開発の関係でございますが、 近この街というか、

市街地にいる方々から駅前ビルを、解体が遅いんじゃ

ないかとか、あるいは申請しなかったのはどういうこ

とだかという質問を受けることが多くなってきました。 

 そこで、先ほどはこの駅前ビルを解体する構想で申

請しようとしたのが、遠藤市長の前のことでございま

して、その後、アンケート等とってるわけですが、先

ほども解体には市の所有が必要だという、先ほど答弁

あった、ということですが、まずこの確認、順番にし

ていきたいと思いますが、この駅前ビルの所有者、そ

して役職の方々をお知らせ願いたいと思います。 

○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）  駅前ビルの所有者と



－68－ 

いうことでございますが、駅前ビルは所有者、二つの

法人が所有している形になります。一つは、久慈駅前

ビル協同組合さんと、それからもう一つが、中村商事

有限会社という二つの法人が所有してございます。 

 それから、その代表者ということですが、その代表

者等、会社組織とか法人組織の中身につきましては、

ちょっと差し控えさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  わかりました。まあ、謄本等

とればこれはわかることでありますから、今回は我慢

しながら、時間がないですから進みますが、二つのこ

の所有者がいたということも初めてわかりましたが、

なかなか今までも、議会には先ほど小栁議員も言った

ように、ほとんどこの図面等も見せられないできたと

いうような、まあ、映像では見てきたわけですが、な

かなかこの情報公開のあってないというようなことか、

我々議員には示せなかったということか。そういう中

にあってビルを解体するという構想が進んできたとい

うことなわけですが、この、ビルを解体する条件は市

の所有が必要だというこの条件なわけですが、構想の

中にあった、解体する構想の時点で結構ですので、こ

の課題は解決できる見込みだったのかどうか。課題が

あったら課題をお願いして、解決できる見込みだった

のかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  前計画におきまして、

駅ビルを解体ということでございますが、前計画の中

では、国庫補助金を導入いたしまして、その駅前のエ

リアの開発ということでございました。ですので、い

わゆる単体を解体するという考え方ではなくてエリア

を開発するということで補助金を導入いたしまして、

その中での補償費等の委託をしまして、家屋とかそう

いった移転の補償費等を積算するわけですけれども、

その中で所有者に対して対応していただくというよう

な基本的な考え方は持っておりました。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  なかなかその構想がわからな

かったわけですが、先ほどの小栁議員が持っておりま

した広報等にも出ておりましたが、あれは、駅前ビル

がなくなった計画なわけですよね。それで、駅前ビル

について聞いてるわけですから、その辺はよく答弁い

ただきたいと思いますが。改めて聞きますが、そうい

う、解体するための市として所有する条件は整ってい

たかどうかをお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  市として解体すると

いう形ではなくて、いわゆるエリアの開発ということ

で、そこのエリアが必要だということで、そこの中で、

いわゆる移転補償という形で所有者に移転等を、解体

とか、そういったものをしていただくという考え方で

進めておりました。ですので、単体といいますか、ビ

ルを市で、いわゆる譲り受けたり、そして市で解体す

ると、市が直接解体するということの考えではなかっ

たわけでございまして、その補償費の中で対応してい

ただくというような進め方を考えておりました。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  私が聞いてるところによりま

すと、役員の中に入ってる人のようでありますが、市

のほうに無償で譲渡して解体してもらうという話をし

てたんですが、じゃあ、それはなかったということで

すね。 

 そこで、また駅前ビルについて聞きますが、解体す

るには、そこには抵当権が入ってるかと思いますが、

そこはどうですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  建物の中に抵当権が

あったかどうかということでございますが、それぞれ

の法人がそれぞれ持ち分があるわけですけども、それ

ぞれに根抵当とか抵当権、そういったものは存在して

おりました。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  それは、市がその事業の中で

解体するといっても、それはやっぱりネックになるわ

けですよ。その辺をどうしたかったのかというのも聞

きたかったわけですが、 初のほうで全体でというこ

とになれば、なかなか答弁でごまかされたような気が

してしまうわけですが、その抵当権をどのように外さ

なきゃなんないという考えがあっていろいろ動いてた

のか。もう一点は、あそこは立派なビルですから、固

定資産税も、市の固定資産税も課税になってたんでな

いかと思いますが、その二つを確認したいと思います。 
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○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  駅前ビルにかかわってのご

質問にお答え申し上げます。 

 今現在、先ほど部長が答弁しましたが、補償費で対

応するか、市がこのビルを取得して市が解体するか、

それら、どのようにするかというのは一切固まってご

ざいません。まずは、今、市としてこの駅前のにぎわ

いをどうするかということで、市民の皆様あるいは関

係者の皆様方からご意見を伺いながら、どのような絵

を描けるか、それをまずは進めていくということでご

ざいます。 

 それから、もう一つ、今、ただいま抵当権のお話ご

ざいました。根抵当権あるいは抵当権が設定されてい

るんだということでございまして、その金額等につい

ては、私どもではわからないわけですが、限度額につ

いては、それは登記簿謄本で承知しておりますが、ど

のような形になってるかというのはわからないわけで

すが、基本的には、それらについては、その法人の皆

様方が整理される、それが第一義的な基本だろうとい

うように、今現在は考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  そういうことで、実は、何で

解体しないのとか、何で申請しないのかという声が聞

こえるもんですから、その過去の２月までの構想が、

市で本当に準備ができてるのかなという今確認をして

るという状況なわけです。そうじゃないと、みんな、

何で申請しなかった、18億円損したんじゃないかとか、

いろいろ声が出てるわけですよね。今後、新しく計画

をしていくという状況を、話をしてるにもかかわらず、

何でしなかったんだという話が大きく聞こえてくると

いう状況ですから、そこは確認していかなきゃなんな

いなと思ってました。そこで、この抵当権等がついて

というのはわかりました。 

 次に、この市税納付状況も把握してますよというこ

とですが、まさか滞納はないでしょうが、滞納あるか

ないかを確認したいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  税について滞納があるかな

いかについてもご勘弁願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  実は、ないかもわかりません

が、じゃあ、実は、過去に不納欠損もあるかもしれな

いなという質問をしようとしてましたが、これもほん

じゃあ、聞いても同じ答弁になるわけですよね。いず

れ、私が考えるには、市税を滞納してる。あるいは抵

当権に入ってる。あるいは過去に不納欠損で市の固定

資産税をなくしてしまったりという状況がもしあった

とすれば、これは、市が譲渡を受けて壊せないな。あ

るいはその民間のほうで壊すにしてもこれはちょっと

無理かなというようなことを思っております。 

 そこで、今後、私が今質問したのは、庁内でちゃん

と調べながら、一つ市民にもいろいろの条件があって

やれないなというのは発信していかなきゃ、せっかく

市長がいい、50年先の計画を立てたいと言いながらも

批判を浴びてるという、余りよくない状況なわけです

よ。その辺をしっかり、こまいとこまでできなかった

というようなことを、まあ、秘密を守るというのもあ

るでしょうが、ある程度の発信をしていかないと、そ

ういうふうに見られてしまうということでありますか

ら注意をしたほうがいいかなということで、ここはと

めておきます。 

 この駅前再開発に当たっては、ＪＲあるいは三鉄と

の協議はしたことがあるかどうかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  ＪＲさん及び三鉄さ

んとの協議でございますが、 近もＪＲさんとも協議

をしております。市のほうから伺いまして、そういっ

た情報交換といいますか、そういった部分で協議と申

しますか、そういった話し合いはさせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  なかなか重要な、重大な問題

ですから、なかなか簡単にはしゃべれないと思います

が、ＪＲと協議したり、一緒になって計画をつくると

いうのが、私、やっぱり駅前再開発の中心地はやっぱ

り駅だと思いますから、これは重要に考えて、今後、

一緒にやっていくんだというような気持ちで、協議な

り、一緒の協議会に入るなり、お願いしてやるべきだ

とこのように思っておりますが。 

 そこで、先ほども遠藤市長からも出ましたが、道路
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は平面交差がいいんでないかというような話も先ほど

ありました、前の議員の質問にですね。私も同じ考え

でありまして、そうなれば、三鉄の駅等、もし平面交

差を、道路をつくる。そしたら八戸側のほうにＪＲの

駅を持っていく、そしてまた、宮古側には三鉄の駅を

置くということになって、その駅舎は２階でつなげば

というような状況も出るかなと思ってましたが、それ

がいいのかなと思ってましたが、ぜひ、そういう面か

らもＪＲ、三鉄と協議をして、シンボルとなる駅をや

っぱり見直しすべきだと思いますが、考え方をお伺い

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  駅前の再開発につきましては、

川崎町との東西交通の確保が将来的な展開を考えた場

合にもぜひとも重要だと考えております。で、私、市

長になりましてからＪＲと三鉄にもそういう話をかけ

ております。これまでは、そういったアクションを起

こしておらないというふうに周知しております。なか

なか簡単にはまいりません。鉄道をまたぐということ

につきましては、なかなか大変な時代でありますけど

も、お話のように、駅舎を交換すれば間があくという

ふうな、理屈ではそうなるんですけども、これは当事

者があっての話でございますので、これについても粘

り強く当たっていきたいと思っております。実施する

といたしましても、財源が必要になってまいりますの

で、そういった意味では、国土交通省ともしっかり話

をしていかなければいけない案件だと思っております。 

 市民の皆様からは、そういう話はもう難しいんだと、

以前にもそういう話が出て形にならなかった、無理だ

ったという話あるんですが、これから先、50年、100

年先の久慈の子供たち、孫たち、その先の世代にも、

今のままで引き継いではならないと思っております。

先ほど砂川議員からもございまして、だめだから諦め

るのではなくて、そこを押していかなければ事態は開

けないというふうにお話もいただきました。まさに、

駅前の東西交通がその課題だと思っておりますので、

ここについては、本当に粘り強くしっかりと久慈市の

意向を関係団体、三鉄とＪＲに伝えて、国にも伝えて、

理解をいただいて、理解いただいて財源ができれば、

後は構造をどうするかの話になりますので、そこのと

ころを精いっぱい頑張って、継続的に当たっていきた

いと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  お願いします。市民からの、

何人か集まっての意見交換のときも平面交差は皆さん

賛成でしたので、市民挙げてＪＲにぶつかるとかとい

うのも可能だと思います。よろしくお願いします。 

 防災無線について、戸別受信機について、８万円か

ら24万円ということでしたが、我々が政和会で富士市

に行っていろいろ勉強してきました。そうしましたら、

どういう機械かは確認してこなかったわけですが、ラ

ジオ制作会社からいろいろ問い合わせて安いとこを探

して5,500円で買って、市民に1,000円で売ってるとい

う、現在進行形でございましたので、一つ、富士市等

から聞き合わせながら検討をやるべきだと思いますが、

考え方をお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  ただいまのご提言のあり

ましたことについては、ちょっと相手と話をして研究

していきたいというふうに思ってます。 

 あと、先ほど市長からご答弁申し上げておりますけ

ども、新しい伝達方法というのが、何かラジオで受信

できるシステムもあるということで、ラジオですと、

今の受信機よりはかなり格安で入手できるというよう

な情報もございますので、そちらとあわせて研究して

まいりたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  同僚の砂川議員の一般質問に

関連して、何点かお尋ねいたします。 

 まず、この中心街活性化のこの計画の中の駅前開発、

これ、やりとりを聞いて、見直す、時間かかるんだな

ということがわかりました。で、こういうことを市民

に教えてくださいよ。当初計画があったもんに対する、

あるいはアンケートをとるのに時間がかかるじゃなく、

この公開の条件からいうとまさにミスマッチですよ。

私らでも審議権を持ってやって、調査権を持ってやっ

てるんだけども、実は、この通告で言うと、２番のと

ころと関係するんですが、関係者からインターネット

で資料をとってもらったわけですよ。そうすると、こ

のイメージ図がインターネットで、私はそっくりその

まま手を加えない、考えを加えないで、これは市の公

文書をネットで流してると思うんですよ。一方では、

そういうことがありながら、私らはスクリーンで見せ

られたぐらいの構想があったわけですよ。 
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 で、補助金を導入するについてもその制約があると。

こういうものは導入できるけども、こういうものはで

きない。あるいはそのエリアの中の関係者が要望をし

てることがある。今度は首長さんがかわって今までの

考え方と見直しをしたい、これみんなそろわないとさ、

なかなか次に進めないでしょう。 

 ですから、こういうことに関する時間がかかるんだ。

それの妥協点をどこに求めるんだ。久慈市の玄関だ。

顔になるまちづくりの中心的な事業だということの意

味合いを市民にきちっと教えることが大切じゃないで

すか。こういう課題、問題がある。例えば、抵当権に

入ってるとか何とかというのも教えられないというん

だけども、調べようと思えば、誰も調べられるんです

が、法人が抵当に入れてるのか、個人の財産であれば

個人が抵当権なり融資の枠を組んでるとかあるんです

よ。 

 そうしますと、そちらの金融機関の同意なり要望が

ないと、これだったって制度に向いたり、エリアにあ

る事業だから上部機関に申請して、そのとおりいくと

いうことにならないんですよ。事前に、国なり関係機

関にこの事業計画を申請するのであれば、そういう同

意だの流れだの調査ができてないと、森のトレーの二

の舞になるんですよ。そういうことをしないような調

査をしたり、市民に理解をいただくような仕組みの中

で、今までのを進めるのであれば、それもまたいいか

もしれません。見直すのであれば、またその見直すた

めのこういうことをクリアしなければならないから時

間がかかるんだと、こういうふうなことを話すべきな

んですよ、市民に、関係者に。そして、進めるべきだ

と思うんですが、考え方をお尋ねしたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの、きちっと見直

しするにしても、きちっと市民に知らせるべきだとい

うお話でございます。そのとおりだと思います。それ

で、この前の市の広報において、12月１日号でもって、

この両開きのページを使って、その内容について今市

民の皆様方にお知らせしたところです。そして、この

見直しに至った考え方ということで理由を１から４ま

で掲げまして、そういう中で見直しをしてまいります

ということにしたわけでございます。 

 ただし、先ほど質問がございましたこの抵当権の問

題等については、そういう部分についてはお知らせも

してませんし、そういうことで、まだまだこのきちっ

と内容について市民の皆さんにお知らせすべき点につ

いてはお知らせし、そして一緒にどうあればいいのか

ということについて、市当局だけでなく、やはり議会

の皆様方にも相談しながら、そして市民の皆様方とも

相談し、そして商店街の皆様方ともご意見を聞きなが

ら、本当にこの久慈駅前の顔といいますか、活性化と

いいますか、それが図られるような計画をつくるべき

だろうということで、今、一生懸命見直しに向けて進

めて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。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  誤解しないようにお聞きした

いんですが、そのやり方に問題があるというんじゃな

くして、その見直すにしても、この時間かかる、こう

いう要件があるんだということを市民や関係者に教え

ながら、妥協点を見つけていくすべを考えてください

という提言でございます。 

 それから、次の、項目でいうと、このインターの関

係は砂川さんから代弁してもらったんで、ぜひその辺

を考えていただきたいと。 

 それから、次は、市営住宅の宇部地区に、私ども長

年お願いしてきたところがいよいよ形になるというこ

とで、その、小学校側にある住宅と宇部中学校側にあ

る市営住宅を一つにするという考え方をお尋ねしまし

た。これ、スケジュール的にはどんな考え方で進むこ

とになるでしょうか。１カ所にする用地の交渉とか、

あるいは話せるんであれば、どの辺あたりが場所が、

計画、検討されてるのかなど、スケジュールはどうな

るのかちょっとお尋ねしたいです。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  市営住宅の建てかえについ

てのスケジュールでございます。 

 今現在、12月議会のほうに補正予算としてお願いし

ております。計画といたしましては、平成26年度、ま

ず測量のほうから、用地測量のほうから入って、 終

的には平成29年度を目標にしております。 

 26年度は、先ほど市長が答弁いたしましたとおり、

敷地の測量、こちらを予定しております。大体、場所

的には支所の近くというところでございます。それか

ら、平成27年度以降は用地取得、それからボーリング
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調査、詳細設計等、で、工事そのものは28年度以降と

いうことになって、今の計画ではそのようになってお

ります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  一つ、利用する方々、それか

ら現在、旧市営住宅に入ってる方々に不安や不便を与

えないよう、市営住宅の初期の目的が達せられるよう

に進めていただきたいと思います。 

 次、14番、山根の小中学校の閉校後、これ前、新聞

の記事でも見ましたし、地元と話し合いをして公民館、

支所をと、こういう話に進んでるということを聞いて

安堵いたしました。 

 ちょうど、閉校の式典に私も案内いただいて参加し

て、そのときもいろいろ話をした中で、地区の方々で

一部こういうふうに望む声を聞きましたんで、そこが

合致してるなあと思ってました。どうかひとつ有効を、

この財産のあれから見てもとても、まだまだ耐用年数

があるし、いい建物だなあと思いますので、地域のコ

ミュニティの中心になるように、地域住民と協議して

よりよい施設あるいは支所、公民館等にやっていただ

きたいんですが、その中で、以前あったと思うんです

よね。あそこにある川の流域が氾濫してグラウンドが

施設にまでも入ったような気がするんですけども、そ

の辺あたりについても全体協議されてますでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  山根小中学校の跡の、も

う少し山手に行ったほうの山側から土砂あるいは水が、

山水が入ってくるという話は伺っております。 

 まず、グラウンド等、学校として使わなくなれば、

ある程度幅、面積等とれる、工事等の面積とれるかと

思いますので、全体的なものとして考えてまいりたい

と思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  それから、15番、地区公民館

の管理運営にかかわってですが、これからの方針は方

針として、宇部支所の、たしか補正か計画で、何でし

たっけ、太陽光の発電を設置するという考え方があっ

たように伺いしとったんですが、この地区公民館の全

体もそういう形でいくのか、とあわせて、宇部の、公

民館と支所を兼ねてますが、その辺の計画がどのよう

に推移するのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  奈良産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（奈良透君）  宇部公民館ですけ

ども、当初計画としては太陽光を設置することで考え

ておりましたが、補助の対象、案件となるのが、耐震

がされている箇所という条件がついておりまして、調

べた結果、耐震の案件を満たしてないということで、

申しわけないんですが、対象外になったということで、

現在は、宇部公民館には太陽光の設置ができなくなっ

たということでご理解いただければと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  太陽光は地域の者にすれば２

番手でもいいんですよ、その条件満たさないというこ

とで。ただ、その耐震の部分ができてないとすれば、

まさに公共施設の市の財産ですよね。この辺あたりを

クリアすることを急がなければならないと思うんです

よ。その辺は年次計画で耐震補強はどういうふうに考

えられてますでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  宇部公民館でございます

けれども、宇部公民館、建設されたの53年と老朽化が

進んでるものでございます。耐震化あるいは建てかえ

等については、今後検討していかなければならないも

のと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  いやいや、宇部の話ししたか

ら宇部ですけども、今、そうすると、建てかえするか

耐震化補強するかは、分岐点を今、協議中というふう

に考えた答弁だととればいいですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  まだ、どちらの方向でや

っていくかはまだ検討中でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  いずれ、宇部の地方の話だと

いうんでなくて公共施設、こういう類いのものが公民

館のみならず、耐震強化の補強の、制度的に義務づけ

があるでしょう。そういうとこで、ひとつ、建てかえ

するかどうするかじゃなくして、まず、職員も市民も

あそこ利用してんですよ、公民館であり、支所として。

そこをきちっと法令に準じた対処をするようにお願い

します。 

 それから、この５番のとこの都市交流のところで、

砂川さんからいろいろ話ししてもらいました。私ども
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は、会派として、この久慈市の歴史あるいは先人の歴

史というものを、ずっと研修視察、積み上げをしてお

ります。 

 その中で、単純に申し上げますと、私どもは種里と

いうふうな話とか、夏井に城があって、その、津軽藩

の関係と南部藩の関係という、この、整理しなければ

ならない案件、砂川さんは具体的に言ってくれました

が、会派の中でも若干、砂川さんと違うとこもあって、

都市交流、この９都市、今度やるのと、その昔のこと

を掘り出して難しくしたり、対立軸をつくるという発

想じゃなくって、過去の歴史は藩政時代の歴史は歴史

として真実をですね。で、今、何で市民が迷って、大

川目の備前発が、この種里というのが津軽藩の元祖に

なってとかという言い方をする人もあれば、文献で見

れば、夏井にあった城が、先ほど、砂川さん、300人

を引き連れてと言いましたが、文献でいうと330人を

引き連れて種里城に移住したと、こういうふうな、文

献がです。で、この辺を、その文献だけで市民を惑わ

したり、歴史を誤って判断するような話のやりとりを

してはまずいんで、久慈市の、その市としての発の文

献整理をすべきですよ。事実、歴史に基づいて。 

 で、教育委員会にも学芸員の有資格者が数名おると

言いました。あるいは、その現場が忙しいのであれば、

ＯＢの方でもいいでしょう。こういう、その史実があ

ること、文献があること整理しませんと、私どもが種

里城があるとこの看板を見てきましたんで、鰺ヶ沢町

のですね、教育委員会の看板にちゃんとあるんですよ。

「下久慈から来る津軽藩の元祖」と書いてあるんです。

「光信、種里に立つ」と、こういうようなことで、そ

れは久慈の殿様として行ったんだと、こういうふうに、

ちゃんと鰺ヶ沢町の教育委員会で示してんですよ。で、

私らもその、埋葬されてるとこに行きましたら、かぶ

とをつけたまま立って、久慈、夏井を見て埋葬してく

れということで、そういうふうにしたという話もある

んです。 

 ですから、もと元祖は南部藩の流れの中で、俗に言

う、その、八戸藩とか盛岡藩とか、その分かれの境界

が宇部町あるいは山根町と、境があるというんだけど

も、それらはそれらとして歴史としながら、やっぱり

津軽と、先ほど砂川さんの言葉を借りれば、青森市も

秋田県の鹿角も含めて南部エリアがあって、南に下れ

ば伊達藩の境まで南部なわけですよね。そういう中で

の久慈の城の備前守が果たしたことと、この光信公が

どういういわれの中で夏井に構えて、それが津軽に行

って今の津軽地方をはじめ、青森市まで席巻した時代

があったということ、そういうのを知りながら、サミ

ットにも加わったり、歴史をつないで教えるべきなん

ですよ、その辺を、考え方をお尋ねしたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  残り時間ありませんので、

簡潔に答弁お願いします。一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  先ほど市長のほうか

らも、津軽為信がこちらのほうの地の出身だというこ

とで、前は一説でありましたが、現在、近年は、それ

が史実だというような話になってきております。そう

いう部分で、やはり歴史を大事にした交流を続けるた

めにも、まちづくりをするためにも、このようなサミ

ットに積極的に参加していきたいと思いますし、いろ

いろな、教育委員会なんかとも相談しながら、いろい

ろ文献等も、前は、昔は、その市史編さん室というの

が市長部局にあったわけでございますが現在ございま

せんので、どういう形でこういうのができるかなども

今後相談していきたいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  それでは、砂川利男さんの代

表質問に関連して、何点かお尋ねをさせていただきま

す。 

 まず 初に、学校給食、ふれあい給食についてお尋

ねをします。 

 というのは、ふれあい給食において、地産地消の観

点からも放流魚でありますサケについて、「鮭の日」

と称して給食に食材を提供してるというようなことが

あります。やはり地元の子供たちに小さいころから久

慈でとれる、この地産ですね、久慈でとれる産物を小

さいころから食べさせるというのは行政にとって大き

な役割であります。 

 そこで、「鮭の日」のみならず、ウニの日あるいは

アワビの日、あるいはシイタケの日でもいいでしょう。

私は、この久慈でとれている産物に大いに目を向けて、

まさに「三つ子の魂百まで」、久慈でこんなおいしい

のを食べてきたんだと、誇りを持てる子供に育てたい。

もちろん、給食費という食材費の分野がありますが、

行政の手だてを、そういった部分については行政も助

成して、食材の助成をしながら、そういった方向に取

り組むべきと思うわけですが、その方向性について、
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教育長、お尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  ふれあい給食でございます

けども、今、ふれあい給食では、サケだけではなくて

短角牛とかホウレンソウ、それからシイタケ、もう一

つ、ワカメだったでしょうか、やっておりますが、今、

ウニの日、アワビの日という話がございまして、恐ら

く、高級食材を使って給食を出せば、子供たちは喜ぶ

と思います。そして、私どももこういう「鮭の日」等

においては、学校に行って、子供たちと一緒に給食を

食べておりますので、私どもも大変、そういう給食あ

りますとうれしゅうございますが、いずれ、非常に高

級なものでございまして、生徒分3,000食を用意する

経費というのが、どういう形で捻出できるかというこ

とが課題ではなかろうかというふうに思っております。

子供たちに、給食として出せれば、これ大変すばらし

いことだというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  いずれ、私は、高志としてる

のは、この地元で食べるものを、小さいころから子供

たち食べさせる、しかも誇りを、 終的に誇りを持っ

て、久慈にはこんなものが出たというのを小さいころ

から教えるという意味では、食材費については、今お

っしゃるとおりなんだけれども、財政、当局とも相談

をしながら、いずれ検討をして、このアワビの日につ

いても、短角牛同様に導入方、ひとつ検討していただ

きたい。これについては答弁は結構です。 

 で、地区公民館についてですけれども、27年度の公

民館長については公募したと聞いております。私は、

昔、久慈義昭市政のときでしたか、やはり公募という

の、あったんですが、近ごろは、どちらかというと天

下りという状況です。そういった意味でいえば、公募

をする、広く市民に職を開放するという意味で、私は

一歩進んだなと思ってるわけですけども、公民館館長

の公募について基本的な考え方をお示しください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  公民館館長の公募の考え

方というご質問でございます。 

 これは今、議員ご質問の中で申し上げましたけれど

も、公平性を保つためといいますか、公平に市民に広

く公募するというのが目的でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  １番目の行財政改革について

を質問いたします。 

 平成26年度、市長、３月16日に就任して以来、さき

の市長が予算を組んだ、いわゆる平成26年度の基本的

な骨格予算の中から、まあ、私は骨格とは思えないん

だけれども、そういう予算を現実は消化をしてると。

あるいは、途中で補正予算も組んだわけですけれども、

27年度、いよいよ、遠藤カラーを出すという意味では、

今、予算編成に向けてその作業をしてると思いますが、

この市長査定は、大体いつごろになるのかお聞かせを

願いたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  部長調整を12月中に終え

まして、１月に入ってからとなる予定でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  １月になってからということ

ですが、限りなく２月に近くなるのかなと。というの

は、先ほど市長答弁でも非常に財政環境厳しいと、歳

入に見合った歳出というお話がありました。もちろん、

歳入に見合った歳出でなければ赤字になるわけですけ

れども、この中で、いずれ、私は基本的に今のこの地

方自治体が厳しい財政環境になったのは、三位一体改

革の、いわゆる失敗ではないかと、私は思ってるんで

す。いわゆる、国は三位一体改革によって、そこそこ

財政調整、逆にしちゃったの。そのしわ寄せを地方に

寄せられたと。それの結果として、平成の大合併も結

果として取り組まなきゃならなかったという環境にあ

ります。 

 で、市長の答弁で、いわゆる合併に係る交付も細く

なるということで、来年のこの合併に係る交付ですか、

についての見通し、大体、来年、再来年に係るこの財

源が減る、しかも合併に係ってる部分はどれくらいな

のか、見通しについてお示しください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  合併算定がえの、まずご

質問がございました。 

 これについては、平成28年から５年かけて縮減され

るというふうに伺っております。ただ、 近の新聞報

道等によりますと、６割は保証されるんじゃないかと

いうような報道もございましたが、まだ決定ではない
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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）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  具体的な数値は、ちょっと多

分、今現在、把握できないかもしれないけれども、通

常でいえば、市長の政務的予算措置は、25年、26年度

においてどれくらいで、27年度は遠藤市長のこの政策

的予算措置はどの程度になるかという見通しについて

お示しください。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  手元に資料がないので、

資料をちょっと確認してからご答弁申し上げます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  そこで、いわゆる避けて通れ

ないのが行政改革です。で、行政改革というのは、い

わゆる小さな政府を目指すということに、職員体制で

いえばなる。そこで、市長、１年というか、３月に就

任して以来、久慈市の行政組織を見てきた上で、27年

度以降、自分が求める組織像として、組織の編成まで

視野に入れて考えてるのかどうかをお尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈市の組織でございます。

なかなかですね、例えば、その保健福祉の担当部局と

国保医療の担当の部がこう別々だというふうな状況等

もございます。あとは、同じ雇用にいたしましても、

誘致企業の雇用担当をしてる部と、いわゆる地場の雇

用を担当してるところがまた別になっているというこ

とがございます。それなりに、理屈は立つとは思うん

ですが、実際に仕事をしてるときに、雇用対策をどう

するかといったときに、こちらとこちらと、部長も２

人おりまして、担当課がこう分かれると、組織があり

ますとやっぱりこう、どっちがどうするという話で、

そっちには入れないとかという話がございます。今、

保健福祉の連携等もございますが、国保の一般財源か

らの補痾をしてるわけですけども、健康対策をといっ

たときには、それは保健福祉のほうが担当しますと、

介護はこちらですというふうな状況ございますので、

来年度は、この部の見直しをしまして、もっとこうス

ピーディーに意思決定ができると、そういうふうなも

のを狙いたいと思っております。で、それは部だけで

はなくて、課のレベルでも業務の見直しをして、ポス

ト削減ということではなくてもっとスリム化をして効

率的に、話がこう、とんとんとわかると、話が進んで

いくと、そういうふうな見直しをしなければいけない。

現状では、若干やりにくいというのはございまして、

職員の問題でありまして、組織のあり方がちょっと一

本化されてない部署が随所に見られるというふうに考

えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  今の部、課という、いわゆる

職制というかな、職の流れというのかな、それがきち

っとしてない部分が見受けられるという反省を述べら

れましたが、私もこの、例えば、この総括主査という

職制がある、前は係長だったんです。で、係長という

のは非常にわかりやすいんだけど、総括主査が同じ課

に２人いると。で、どっちがどっちなんだというふう

なの、わかりづらい部分があるんです。そういった意

味でいうと、これまでのこの県職員としての経験とし

ていえば、総括主査制が望ましいのか、やはり係長制

が望ましいのかという点についてはいかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  これにつきましては、私も県

に長くおりましたが、県も従来、係長制だったんです

が、職員のポストというか、人事の配置の都合上、係

長ですと１人しか置けないということございまして、

いろいろ理屈はあるんですが、主査制を敷きまして、

主査になりますと１人である必要はないという、そう

いう体制で県も来てるんですが、久慈市の場合は、総

括主査は１名というふうな配置になっておりますので、

係の指揮命令系統を考えたときには、係長制のほうが

いいのではないかと。実は、県庁でも、そういう、現

場ではそういう声があるんですが、なかなか直し切れ

ないと。そうしますと、主任、いわゆる主査も１年目

の主事も、同じこう担当を持って同列だとなりますと、

この、係での、チームでのこの統率といいますか、み

んなで議論するとかじゃなくて、一人ひとりがそれぞ

れ自分のことをやってるというような傾向も県はあっ

たんですが、市は総括主査でまとめてはいるんですけ

ども、外から見たときに、どうもわかりづらいという

ことで、この係長制についても、来年度に向けて検討

しているところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  いずれ市民から、圧倒的多数

で信任を得た市長でありますので、市長の、やはり思
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い切った、そういった行政改革も含めて取り組んで、

平成27年度、さらに執行しやすい環境をつくっていた

だければと思うわけであります。 

 公文書の取り扱いがありました。で、一般職には守

秘義務が重くのしかかってるんだが、特別職について

はこれがないと。しかし、一方で、特別職も一般職か

ら上がってくる個人情報含めて、知り得た情報がある。

で、それを、仮に漏えいしても特別職については、何

ら罰則がない。市長は、倫理観という話をしました。

で、その倫理観が欠落してれば、結果とすれば野放し

になるんだということになります。そこで、私が一つ

お示しするのが、この駅前久慈まちなかのこの図です。

この、全部で７枚のこの図面があります。で、この図

面は、実は、前市長のフェイスブックに５月に載った

ものでございます。私の案としてこれを示したという

ことになってます。で、この図面が、産業振興部では、

あるのかないのか、あるいは似たのがあるのかないの

か、この点はいかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  恐らく都市再生整備

計画、国土交通省に提出しておりました添付書類の中

の一部だと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  この際、きょう、私の質問が

終われば終わりなんですが、あしたでも構いませんが、

これは個人のフェイスブックです。しかし、今、部長

の答弁では、国交省に提出した資料にあるというふう

なお話でしたので、この際、議会に情報を提供してい

ただきたい。公式な公文書として提供していただきた

い。で、資料を議長をしてお願いをしたい。この点に

ついて、まず１点、いかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  資料として、明日提

供できるような形で手配したいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  ありがとうございます。いず

れ、私が言いたいのは、知り得たこと、公職として知

り得たこと、一般職であろうが特別職であろうが。で、

これが個人情報まで入っている、これを、私のものと

して、倫理観は欠落した形で情報提供するというのは、

私はけしからん。 

 そこで、市長にお願いするのは、フェイスブックか

らの削除です、前市長の。そういうのを、これを求め

るという、公文書のある意味は漏えいと。で、これが

氷山の一角だとすれば、これがずっといく可能性があ

るので、私とすれば一応、これは倫理観ですので、前

市長に対してフェイスブックの削除をできないだろう

かということについてはいかがでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  駅前整備につきましても、私

は選挙の際に見直しを行いますということで市民の皆

様にお約束もいたしました。それで、選挙の決着がつ

いたというふうに思っておりまして、次の計画を決定

するのは、私の権限だと思っております。今のその情

報が、そういう個人的な場所に載っていると。しかも、

議会の皆様にも提示も、お渡ししてないものが、そう

いうふうに自己主張の形で出るというのは非常に問題

だと思っておりますので、先ほどお話ありました、削

除を含めて、内部でも法的な問題点がないかどうか含

めて検討いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  そこで、今度は具体的な駅ビ

ル、先ほどから議論がありました。で、この駅ビルは、

市とすれば、駅前の開発計画の中で、駐車場エリアを

確保する、広場を確保するという観点から、いわば、

支障物として補償をしながら撤去に向けて進もうとし

てたということです。 

 それはそれとしまして、市が駅前開発をするという

点において、先ほどから出てるＪＲあるいは三鉄につ

いても将来の大きな、百年の計をするにしても、東西

交流交通やるにしても、私はＪＲ、三鉄についても、

ある意味では支障物です。駅前広場の開発として撤去

できるお願いをする。いわゆる、そういった意味でで

すね。そこも駅ビルに限らず、将来の大きな構想の中

で、ＪＲ、三鉄に申し入れをしながら知恵を絞るべき

ではないかと思うわけですが、 後、１点、お答えを

いただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  現在、エリアを含めて抜本的

に周辺の地権者の方のみならず、消費者の立場から、

久慈市民に幅広くご意見をいただいて取り組んでいか

なければいけないと思っておりまして、その中の、一

つの、今の駅舎の問題があると思っておりますので、

これについても、まず、皆様の声も聞きながら検討す
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ると。お聞きしないままこちらが進むというふうにな

りますと、お話ししてるお約束と違ってしまいますが、

エリアとしては、そこまで含めてどうするかと、本当

に真剣に考えていかなければいけないと思っておりま

す。 

 あわせまして、今、あまちゃんブームで、象徴的な

建物として駅前ビルがございますので、そういった観

点からもどの時期かと、タイミングもやっぱりしっか

り考えていかないといけないと思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  いずれ、今、駅ビルについて

市長の将来性、計画そのもの、それから答弁でもう熟

度が低かったというふうな話もありました。で、いず

れにしても、この駅ビル、一朝一夕ではできないなと。

いずれ、百年の計を踏まえて、大きな視点に立って駅

前開発をしていただきたい。私は、若干時間かかんだ

なということを改めて実感をしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  先ほど濱欠議員の答弁を保

留しておりましたので、答弁させます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  先ほど保留しました、市

長の、市長査定の一般財源ベースでの額ということで

ございます。 

 で、平成26年が、これ骨格予算でございました。で、

約１億6,200万円でございます。 

 それから、６月は肉づけ予算ということで、財調か

らも２億円ほど繰り入れまして、トータルで３億

4,100万円ほどの市長査定財源となっております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後４時09分   散会   
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