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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、堀崎議員、並びに宮澤議員よ

り午前中のみの欠席の報告がありました。 

 この際、副市長から発言を求められておりますので、

これを許します。中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  議案第７号「平成26年度久

慈市水道事業会計補正予算（第３号）」、７ページの

説明資料に誤りがありましたので、お手元に正誤表を

お配りしております。 

 その内容でありますが、平成26年度久慈市水道事業

会計予定貸借対照表補正のうち、負債の部、５繰り延

べ収益の長期前受け金の項中、補正予定額の欄におき

まして、３億7,819万4,000円の減を１億419万4,000円

の減に、資本の部、７剰余金、（１）資本剰余金、ハ、

その他資本剰余金の項、補正予定額の欄におきまして、

２億7,400万円の増を０円にそれぞれ訂正し、これら

に関わる合計の欄につきましても正誤表のとおり訂正

をお願いしようとするものであります。議員の皆様に

はお手数をおかけしますことをお詫び申し上げます。 

○議長（八重櫻友夫君）  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。新政会代表、中塚佳男君。 

    〔新政会代表中塚佳男君登壇〕 

○19番（中塚佳男君）  私は、新政会を代表いたしま

して、市長並びに教育長に質問いたします。 

 初めに、東日本大震災復興基金について。 

 国から交付されている基金は、災害復旧事業が目的

であり、年次的に計画し、事業を実施していくものと
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考えますが、運用のあり方についてお伺いいたします。 

 次に、ご当地ナンバーの導入について。 

 本年11月17日、ご当地ナンバー、盛岡、平泉が導入

されました。以前の議会において、三陸ナンバーを提

案しましたが、ご当地ナンバーは三陸沿岸地域が発展

するための有効な施策として捉え、関係自治体と取り

組みを進めていくと答弁しましたが、その後の進捗状

況についてお伺いいたします。 

 次に、人口減少対策について。 

 人口の減少が確実な当市にとりまして、市民の模範

となり得る職員の中に独身の方が結構見受けられます

が、実体はどのようになっているのか、職員の独身状

況について。さらに、庁内に人口問題対策本部を設置

し、部局横断的に情報共有を図り、検討を進めるとの

ことですが、進捗状況についてお伺いいたします。 

 次に、新し尿処理場の建設計画について。 

 震災前から新たな建設計画が久慈広域連合でありま

したが、現在の進捗状況について、どのように捉えて

いるのか、お伺いいたします。 

 次に、脳卒中予防対策について。 

 脳卒中による死亡率が、岩手県は2010年の調査で全

国ワーストワンと不名誉な結果が出され、地域別でも

久慈地区が高い割合でありますが、当市の予防に対す

る取り組みについて、お伺いいたします。 

 次に、円安による畜産業の影響について。 

 今日の円安は、第一産業の農業を取り巻く環境にと

りまして、飼料の高騰、燃料の高騰などにより、特に

も畜産業の経営に多大な影響を与えていると捉えてい

ますが、その現状と対策についてお伺いいたします。 

 次に、森林の仕事ガイダンスについて。 

 去る11月７日、市内の久慈東高等学校におきまして、

森林の仕事内容や就業までの流れなど、森林の担い手

となるための相談に応えようということで、市内林業

業者４社が参加し、久慈地区就業説明会が行われ、そ

の中でのアンケート状況をどのように捉えているのか、

お伺いいたします。 

 次に、産業振興について３点。 

 １点目、誘致企業について。 

 2020年に全線開通予定の仙台から八戸を結ぶ復興道

路に関しては、市長もたびたび開通後の企業誘致の考

えについて話をしていますが、開通を見込み、今から

積極的に誘致活動をすべきと考えますが、これらの誘

致戦略についてお伺いいたします。 

 ２点目、第２期中心市街地活性化基本計画について。 

 基本計画を推進するに当たり、去る９月に考えられ

ていた国庫補助申請が見送られ、駅前周辺の市街地活

性化がおくれることが懸念される中、全戸配布による

市民アンケート等踏まえた分析と第２期中心市街地活

性化基本計画の再検討はどのようになされているのか、

お伺いいたします。 

 ３点目、地下水族館もぐらんぴあの改築について。 

 東日本大震災の大津波により被災した地下水族館も

ぐらんぴあが本年度完成、営業再開に向けて進捗して

いますが、海にかかわり、「あまちゃん」に取り上げ

られ、当市の観光になっている北限の海女を新たに地

下水族館に融合させた活用策の検討をされているか、

お伺いいたします。 

 次に、土木行政について、４点。 

 １点目、除雪対策について。 

 今シーズン、早くも内陸部では大雪に見舞われてい

る地区があります。当市の除雪は民間企業に委託され

ていますが、今までの除雪対応の問題点を踏まえ、今

後の対策をどのようにしていくのか、お伺いいたしま

す。 

 ２点目、県道野田長内線について。 

 復興関連事業の中沢橋かけかえ工事が当初計画より

おくれているが、どのようになっているのか、進捗状

況について、お伺いいたします。 

 ３点目、市道整備について。 

 現在の市道は約690キロメートルで、久慈から東京

までの距離があります。今後の市道整備、維持管理を

踏まえた市道認定のあり方をどのように考えているの

か。また、門前源道線に接続する路線整備の検討状況

について、さらに復興交付金事業により整備されてい

る久慈湊小学校から避難道路、第２新田踏切の拡幅進

捗状況についてお伺いいたします。 

 ４点目、長内地区土地区画整理事業の計画廃止後の

整備について。 

 去る９月、廃止が決定された区画事業整理に対し、

計画廃止区域内の一部の町内会から市道や雨水排水等、

インフラ整備に関し、市長あてに地域要望が提出され

ましたが、当地域の具体的な整備方針についてお伺い

いたします。 

 後に、学校統廃合について。 
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 少子化により、これまでの市内９カ所の学校が統廃

合されましたが、今後の統廃合計画について。また、

統合しなければならない学校はクラブ活動も構成でき

ない状況にあります。クラブ活動のあり方について。

さらに統廃合後の学校の利活用をどのように考えてい

るのか、お伺いいたします。 

 以上で、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）  新政会代表、中塚佳男議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、東日本大震災復興基金の運用のあり方につ

いて、お答えをいたします。当該基金につきましては、

対象事業に係る復興事業費の財源として予算計上を行

い、事業費確定後に所要額を取り崩して一般会計へ繰

り入れを行っているところであり、事業執行上の支障

は生じないものであります。 

 ちなみに、この基金は住宅再建分を含めて、計８億

7,122万6,000円を県からの交付金を原資として設置し、

昨年度までの実施事業費取崩し後の基金残高は６億

1,516万8,946円であり、現在はこの額を有利な運用の

観点から８カ月間の定期預金としているところであり

ます。 

 次に、ご当地ナンバーの導入についてお答えをいた

します。 

 新たな地域名表示ナンバープレート、いわゆるご当

地ナンバーにつきましては、地域振興や観光振興の観

点で、平成18年度に19地域において導入がなされ、第

２弾として、ことし11月に、盛岡及び平泉を含む10地

域において、新たに導入されたところであります。 

 ご当地ナンバーの導入につきましては、昨年度のリ

アス・ハイウェイ早期実現釜石大会において、陸前高

田市議会議長から三陸ナンバー導入に向けたご発言が

あり、その後、当市からも三陸沿岸都市会議の議題と

して提案を行ったところであります。 

 しかしながら、導入に当たっては、さらなる情報収

集と研究が必要であるとされ、決議に盛り込まれなか

ったところであります。 

 このため、まずは三陸沿岸道路の早期完成による地

域の一体感の醸成を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、人口減少対策についてお答えをいたします。 

 まず、市職員の独身者の状況でありますが、常勤の

特別職を含む市職員385名のうち、独身者が125名、割

合では32.5％となっております。 

 なお、男女別では、男性86名、女性39名となってお

ります。 

 次に、少子化対策についてでありますが、結婚・出

産・子育て・教育環境の整備・充実、雇用・所得環境

の改善、移住・定住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ことが必要であり、現在、

庁内に人口問題対策本部会議を設置し、まち・ひと・

しごと創生に関する施策など、国・県の動向を把握し

ながら、久慈市として具体政策について検討を進めて

いるところであります。 

 なお、乳幼児等医療費助成事業の拡大、学童保育支

援の拡充及び乳幼児に対する季節性インフルエンザ予

防接種費用助成事業の実施など、具体的な子育て環境

の整備にかかる施策につきましては、今年度の補正予

算において積極的に実施してきたところであります。 

 次に、久慈地区汚泥再生処理センターの建設計画に

ついてお答えをいたします。 

 その進捗状況についてでありますが、今年度、久慈

広域連合において、構成市町村から推薦のありました

４候補地のうち、もっとも評価の高かった洋野町中野

地区を 終候補地として選定したところであり、現在、

平成33年度の供用開始を目指して、住民説明会などの

開催など、地域住民との合意形成に向けて、協議を進

めているところであると、久慈広域連合から伺ってい

るところであります。 

 次に、脳卒中予防対策についてお答えをいたします。 

 平成22年の脳卒中年齢調整死亡率を全国と比較する

と、岩手県が1.4倍高く、県内９保健医療圏において

久慈地域は釜石、宮古、二戸に次いで高くなっており

ます。 

 このような状況から、当市におきましても脳卒中予

防対策を 重要課題と捉え、高血圧、糖尿病などの危

険因子の管理、そのための減塩を中心とした食生活の

改善や健診の受診勧奨を 優先と考え保健師や栄養士

が役割を分担し、保健推進委員や食生活改善推進委員

とともに、健康教室・健康相談・健診などの事業を実

施しております。 

 この11月には、国立循環器病研究センター及び久慈

保健所から専門的なご指導をいただき、当市において
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「ご当地かるしおＳ―１グランプリ北東北サミット・

ｉｎ久慈」が開催され、多くの関係者が集い、脳卒中

予防の重要性を再認識したところであります。 

 今後におきましても、保健所をはじめ、関係機関と

連携を図りながら積極的に脳卒中予防に取り組んでま

いります。 

 次に、円安による畜産業への影響についてお答えを

いたします。 

 畜産業の現状と対策についてでありますが、市内の

家畜頭羽数は、乳牛は約900頭、肉牛は約1,900頭、豚

は約7,000頭、鶏は約188万羽となっております。 

 また、これら家畜に対する飼料給与は、当市におき

ましては、乳牛、肉牛農家では自給粗飼料給与が約

66％となっておりますが、そのほかはほとんどが輸入

飼料に依存しております。こうした中、円安傾向によ

る飼料価格の高騰は、畜産経営にとりまして生産コス

トの上昇につながる要因になっていると認識しており

ます。 

 市といたしましては、酪農を主とする畜産農家と、

稲作を主とする耕種農家との連携による飼料用米の生

産や稲ＷＣＳの生産の取り組みをはじめ、良質な自給

粗飼料の安定生産による経営コストの削減、農業用施

設・機械整備による省力化などにより、畜産経営の安

定化を促進してきたところでありますが、今後とも、

こうした取り組みを積極的に推進してまいります。 

 なお、国においては、配合飼料価格の上昇が畜産経

営に及ぼす影響を緩和するため、配合飼料価格安定制

度を設け、農家負担の低減を図っているところであり

ます。 

 次に、森林の仕事ガイダンスについてお答えをいた

します。 

 森林での仕事の内容や就業までの流れなど、林業の

担い手になるための相談会として、本年11月７日に市

内で開催された本ガイダンスには、岩手県立久慈東高

等学校の生徒35名が参加したと主催者である公益財団

法人岩手県林業労働対策基金から伺っているところで

あります。 

 また、同基金からは、参加生徒を対象としたアン

ケート調査結果では、「林業という仕事に興味を持っ

た」、「自然の中でのびのび働いている」、「将来の

職業選択をする際の参考になった」という回答が多く

寄せられたと伺っており、若い世代に、森林・林業へ

の興味を持っていただく有意義なガイダンスであった

と捉えているところであります。 

 市といたしましても、今後とも、関係機関・団体等

との連携を図りながら、今後ともさらに林業への関心

を高める機会の創出と担い手の育成・確保に取り組ん

でまいります。 

 次に、産業振興について答えをいたします。 

 まず、復興道路の開通を見込んだ誘致戦略の考え方

についてでありますが、復興道路の整備により、物流

の効率化や東北自動車道からの交通量の大幅流入など、

企業の操業環境が向上するものと考えております。 

 市といたしましては、これらの整備効果を 大限活

用すべく、新たに誘致重点業種に物流業を加えました

ほか、国が実施する津波・原子力災害被災地域雇用創

出企業立地補助金と連動した補助制度を創設したとこ

ろであり、人材育成・人材確保などのソフト面の充実

強化も検討しながら、積極的な誘致活動に努めてまい

ります。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画に係る市民

アンケートなどを踏まえた分析、再検討についてであ

りますが、市民アンケートの結果から、施設につきま

しては、喫茶店、産直、ファミリーレストランなどの

商業的な施設が望まれており、加えて各店舗の魅力向

上や駐車場の整備が必要であると捉えております。 

 したがいまして、それらを実現するためには、地域

や商店街の方々と一体となって取り組む必要があるこ

とから、今後、意見交換の場を設け、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などの民間資金活用も視野に入

れ、財源確保策についても検討を進めてまいります。 

 次に、地下水族科学館もぐらんぴあの改築における、

北限の海女活用策についてでありますが、現在、久慈

地下水族科学館管理棟改築主体工事などを平成26年９

月1日に着工し、来年度秋口の完成に向け、鋭意取り

組んでいるところであります。 

 今回、新たに整備する大型水槽では、「久慈の海」

をテーマとする展示を検討しており、新たな取り組み

といたしまして、北限の海女の素潜り実演や「北限の

海女」をテーマとした企画展などを開催し、施設の魅

力向上に努めてまいります。 

 後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、今シーズンの除雪対策の検討につきましては、
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昨日の創政会代表、下舘議員にお答えをいたしました

とおり、昨年度の記録的な大雪の経験を踏まえ、久慈

市除雪計画の策定に当たり、２点について変更したと

ころであり、市道の安全な交通を確保するため、円滑

な除雪に努めてまいります。 

 次に、県道野田長内線の復興関連事業による中沢橋

かけかえ工事の進捗状況についてでありますが、道路

管理者であります県北広域振興局によりますと、中沢

橋かけかえ工事は、防潮堤かさ上げ工事と同時施行す

ることとしており、防潮堤工事は平成27年度上半期に

発注する予定と伺っているところであります。 

 市といたしましても、近隣住民の安全で安心な道路

交通を確保するため、早期完成に向けて県北広域振興

局と連携を図ってまいります。 

 次に、市道整備についてお答えをいたします。 

 まず、今後の市道整備、維持管理を踏まえた市道認

定のあり方についてでありますが、道路は日常生活を

おくる上で も基本的な社会基盤であり、無秩序な道

路の築造を防止するなどの観点から市道認定基準を定

めて、適正な道路網の整備推進に努めているところで

あります。 

 市道の現況は、路線数が686路線、実延長は691.6キ

ロメートル、その改良率は59.7％、舗装率は58.7％と

なっており、今後、整備しなければならない市道が、

相当数残っている状況にあります。 

 厳しい財政状況、急速に進む少子高齢化と人口減少、

道路施設の老朽化など、喫緊の課題が山積する中、安

全で安心して市民が住み続けられる持続可能な地域社

会を構築するため、社会環境の変化を的確に捉え、こ

れまで以上に選択と集中を意識し、効果的・効率的な

道路整備を進めながら、適正な維持管理に努めていく

必要があるものと認識しており、これらと整合性を図

った市道認定のあり方について検討を進めてまいりま

す。 

 次に、市道門前源道線ほかに接続する路線の整備手

法についてでありますが、これまで沿線に住宅などを

建築する方や位置指定道路を構築する方に、市道など

の計画を考慮していただくよう協力を要請してきてい

るところであり、土地利用の状況を踏まえ、市道門前

東線ほか４路線の一部を整備してきたところでありま

す。 

 今後も、建築主などに対して協力を要請するととも

に、市の財政状況をも勘案しながら計画的な整備に努

めてまいります。 

 次に、久慈湊小学校の児童などの避難道路として整

備している湊源道線の進捗状況についてでありますが、

延長約500メートルのうち、中間付近の踏切拡幅区間

約20メートルを残して工事を終えております。 

 踏切の拡幅につきましては、東日本旅客鉄道株式会

社盛岡支社に委託して工事を行うことで協定を締結済

みであり、同支社からは、今月中旬から下旬にかけて

工事を行うと伺っており、前後の取りつけ工事を含め

て年度内には完成させたいと考えております。 

 次に、長内地区土地区画整理事業の計画廃止後の整

備についてでありますが、都市計画決定の廃止につき

ましては、本年９月22日、告示を行い、都市計画決定

を廃止したところであります。 

 区域内の整備につきましては、これまで住民説明会

などにおいて、事業廃止後の各地区のインフラ整備に

ついて、ご要望・ご意見などを伺ってきているところ

であります。 

 また、12月１日には、一部町内会から、町内会各戸

からの意見を集約したご要望を承ったところでありま

す。 

 今後におきましては、これらのご要望などを踏まえ、

各町内会と協議を深めながら、事業の導入について、

検討を進めてまいります。 

 以上で、新政会代表、中塚佳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）  新政会代表、中塚佳男議員

の学校統廃合についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、今後の統廃合計画についてでありますが、平

成20年５月に、平成29年度までの10カ年での学校再編

のための基本方針を策定しており、現在、その方針に

沿って進めているところであります。 

 現在、一定の成果が出たところではありますが、さ

らなる統廃合や学区の再編については、現在進められ

ている総合計画の策定や公共施設等総合管理計画のあ

り方等と連動させながら、新たな統廃合計画を策定し

てまいりたいと考えております。 

 次に、部活動のあり方についてでありますが、現基

本方針を策定するに当たり、平成19年12月に学校教育
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のあり方を考える懇談会から、久慈市における小中学

校の適正規模・適正配置のあり方について意見・提言

を受けており、小規模校では部活動に制約が生じるの

で、多くの部活動の中から選択できる学校規模が必要

との意見が寄せられたことから、新たな統廃合計画に

おいても、引き続きこの考えを参酌してまいりたいと

考えております。 

 また、廃校利活用のあり方についても、現基本方針

では、「学校が果たしてきた学校教育以外の地域コミ

ュニティ機能を喪失させることのないよう十分に配慮

して進める」としていることから、この考え方を踏襲

し、閉校後の施設の利活用については、地域の方々の

意見・要望を聞きながら、地域にとって有用な施設と

なるよう協議・検討してまいりたいと考えております。 

 以上で、新政会代表、中塚佳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。19番中塚佳男君。 

○19番（中塚佳男君）  昨日の登壇者の質問等に詳細

に答えていましたので、私からは簡単に質問したいと

思います。 

 この人口減少対策についてでありますが、久慈市の

場合、年間に死亡者が約500人、生まれる人が約250人、

正確な数字もありますけどおおよそ１人か２人の違い

ですから、そういうことで質問しますが、自然の減少

が250人出ているわけですから、これは全国的に今、

話されているんだけど、どうしてもやっぱり結婚して

もらわなければ、その差を埋めるには結婚が第一条件

であろうと思います。 

 そこで、市でも何らかの出会いのパーティー、婚活

パーティーとか何とか言うらしいんだけど、そういう

もの等もやっぱりお盆、正月、こういう時期を見込ん

で開催すべきではないかと思いますけども、市ではど

のように捉えているか、まずお伺いいたします。 

○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）  出会いの場の創出と

いうご質問でございましたが、本年度は岩手県のいき

いき支援財団という団体がございますが、この補助金

を活用しまして、久慈商工会議所が出会いの場を創出

しております。この事業はもう終わりましたけれども、

その中でも誕生したカップルもあるというふうに聞い

ておりますので、一定の成果があったものというふう

に考えておりますし、今後ともこういうふうな事業に

つきましては、市といたしましても積極的に支援をし

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  19番中塚佳男君。 

○19番（中塚佳男君）  わかりました。 

 それでは、次に新し尿処理場に関わってお伺いいた

します。 

 今の答弁で種市の洋野町に決まったという答弁でご

ざいましたが、決まったものは仕方がないとしても、

どうして久慈ではあれが確保できなかったか、し尿処

理場を久慈に置くようにできなかったのか。私は稀少

な財産だと思います。臭いとか何とか迷惑施設だと考

えておる人もあるようですけど、私は、久慈は広域の

リーダーと同時に久慈広域の中心にあると思っており

ます。努力してその代替地を見つけられなかったのか

どうなのか、全然 初から迷惑施設だからどっかで持

ってってくれればいいと思っていたのか。努力はした

とは思いますけど、それでもやっぱり種市のほうがや

っぱりよかったんですか。その辺、お伺いいたしたい

と思います。 

 し尿処理場があることによって雇用の場もあると思

うし、それから固定資産税とかさまざま、いい点もあ

ると思います。これからの施設は技術が発達してるん

で、臭いとか汚いとかそういうのは余り心配しなくて

はいいんでないかなと思います。いろいろ水の問題で

川下のほうの人は反対するとか何とかと言う人もある

ようですけども、今考えてみれば、山根では山根温泉

の排水を久慈川に流しているわけですよね。誰もこれ

に対して汚いとか何とかと言う人が一人もいない。だ

から、そういう化学処理をしたり、そういうようにや

っているんだから、もう少し努力して久慈に置くよう

な努力をすべきではなかったかと思いますけれども、

それに対してどういう考えだったのか、お尋ねいたし

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  新し尿処理場の建設に関わ

ってのご質問でございます。 

 市長からも答弁ございましたが、構成市町村から４

カ所ほど候補地を推薦になっております。当市からも

推薦しております。それを受けまして、広域連合では

専門的な見知からあるいは建設場所の取得のしやすさ



－85－ 

とか、それからいろんな面から検討を加え、そして構

成市町村の課長会議、部長会議、そして副市町村長会

議、そして首長会議において、その評価の高かったこ

の洋野町の中野地区に 終的に決定になったというこ

とでございます。 

 議員からご指摘ありましたが、久慈市としてやって

ないというようなご指摘もいただいたわけですが、久

慈市としても推薦をいたしまして、その結果で広域連

合のほうでそういういろんな数値等を参考にして 終

的な決定に至ったということでございますので。 

 あと、やはり久慈広域連合として、さまざまな今後

も施設整備が必要になって来るだろうと思っておりま

すし、また、さまざまな事業が広域連合でなされると

いうように考えております。そうした中で何でもかん

でもが久慈市でやるということではなく、やはり広域

４市町村で相談しながら、そしてどこの場所がいいの

か、 適な場所がどこなのか、それらを一緒になって

考えながら、やはり広域は一つだという思いの中で広

域連合とすれば判断したということでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  19番中塚佳男君。 

○19番（中塚佳男君）  わかりました。 

 次は、土木行政の除雪に関わってお伺いいたします。 

 昨年からことしにかけての雪は異常な雪であったわ

けでございますが、昨年の除雪のあれを見ますけど、

除雪中に随分、接触事故があったようでございます。

それで、１台の除雪車に何人の誘導員といいますか、

後先の始末をする人を何人つけていて、またあるいは

始末なんかしてるのか、お伺いいたします。１台が何

人体制なのか、お伺いいたします。また、臨時で雪か

きの運転手を採用する場合の基準などもあわせてお伺

いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  除雪時の体制でございます。

一応、受託者のほうで２名やっているところもありま

すし、市のほうでは大体除雪車両１台に対して１人と

いうふうな形で行っております。 

 また、今後、その件につきましてはさまざま研究し

てみたいと思います。 

 それから、そのときの除雪車両を運転する職員でご

ざいますが、これは除雪車両を運転できるような資格

を持った方ということで、臨時で除雪の臨時職員を雇

う場合にはそういうふうな形になるかと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  19番中塚佳男君。 

○19番（中塚佳男君）  それでは、関連の 後で質問

いたします。 

 これは農業委員会長が妥当かと思いますけど、農業

委員会長には一度も通告しなかったから、こっちの担

当者のほうで答弁ができたらお願いしますけれど、源

道門前線の場合は、ほとんどメーンの源道門前線北側、

南側ほとんど建物が建っております。そこで、枝線を

整理してもらえば非常に今後、建築とかさまざま活気

が出てくるものと思います。今現在、ショッピングも

工事中でございます。そして、北リアス病院も下に来

ました。そこで、今、まだ水田の地目のままで残って

おりますけれども、ほとんど奥まったほうは耕作して

おりません。そこで、農業委員会に提出して許可をも

らわなければ埋められない、建てられないという、こ

の規制を何とか緩和できないものか、この辺をお伺い

したいと思います。 

 できれば緩和して、簡単に売買とか建築ができるよ

うな方策をしていただきたいと思います。その点につ

いて、ご答弁をお願いします。 

 以上です。 

○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）  農地の転用の手続の

関係のご質問かと思いますけれど、こちらのほうは、

源道門前地区は農業振興地域外で都市計画区域という

ことになってるわけでございますけれども、いずれ現

況農地につきましては農地法の適用がされるわけでご

ざいますので、急いで転用をしたいという方は農業委

員会のほうにその事情等を詳しくご相談いただければ

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）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  それでは、中塚議員の質問に

関連しましてご質問させていただきます。 

 質問項目の８番目の（２）と（３）、そして質問項

目の９番目の（４）についてもお聞きいたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 初めに、質問項目９番目のほうです。（４）長内地

区土地区画整理事業の計画廃止後の整備についてでご

ざいます。 
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 これまでも説明会を行ったということで、町民の話

も聞いているということでした。12月１日には要望を

踏まえて、それを検討するということでのお話もいた

だきました。 

 その後、お話もありましたけども、その前には９月

22日の告示で廃止が決定して、周知されたということ

になりますけれども、市長宛てに出ました要望、町内

全世帯から意見を募ったということでございました。

多くの要望が上げられております。 

 その中でも特にも重要と判断された事項が大きく三

つございます。市道上長内バス線の歩道設置、そして

小屋畑川の整備、そして地域の雨水排水対策及び土砂

流出防止対策ということで、この三つが大きく出てお

りますが、小屋畑川については、管理者が県でありま

すので、当局から早期に整備されるよう要望していた

だきたいと思いますけれども、市として早急にお取り

組みいただきたい事業は、雨水排水対策及び土砂流出

対策ということで、要望には具体的な場所も指摘され

ていると思います。 

 ９月の議会の一般質問においては、雨水対策事業は

来年度から委託費を取って、できれば一部でも工事を

したいという答弁もいただいておりました。要望が出

された何カ所かある中で、市道上長内下長内線と三鉄

との交差付近、用水路の整備ですけれども、ここの用

水路は擁壁が崩れている箇所もありまして、住民が急

ごしらえでつくりました突っかい棒、そういうのがな

ければ、すぐにでも損壊すると思われる箇所がありま

す。大雨時にはいつ崩壊して用水路が塞がって、洪水

を招きかねないという場所となっています。ここは土

地改良区の管理であることは認識しておりますけれど

も、市道と接している用水路ということもありますの

で、市道と合わせた改良工事という手法などで、住民

の安心・安全のために市として整備できないか、そう

いう手法の考え方をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  用水路、これの改修でござ

います。 

 現地のほうは私どもも確認しております。かなり傷

んでおりまして、水の流れそのものも阻害されている

というところでございます。 

 その整備につきましては、道路と一緒になってとい

う話でございますが、今現在、県北広域振興局の農村

整備室、こちらのほうと農政課のほうで幹線用水路と

いうことで整備ができないかということで、今、検討

を重ねているというところでございますので、そのと

きに一部一緒になってできるところがあれば、今後検

討してまいりたいと思います。できるだけ、まず地域

の環境がよくなるように早期に協議のほうは進めてま

いりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  振興局のほうと幹線用水路と

してということですので、早期に整備していただくよ

うに強く働きかけていただきたいと思います。 

 それでは次に、８番目の（２）の第２期中心市街地

活性化基本計画についてでございます。 

 こちら、商店街と一体となってというお答えもいた

だいております。市民に対する説明不足とか、住民の

取り組み意識や東西交通の課題とか、計画の熟度が低

いということで、計画の見直しを判断したと。市民が

望む商業施設では国庫補助金に合致しないから申請を

見送ったということでございました。 

 市民アンケートは、ご存じのとおり７月１日から８

月４日まで到着分ということで集計され、 終版とし

て公表されております。3,000強のアンケートを回答

いただいておりますけれども、これを読み返すたびに

一人ひとりさまざまな意見をお持ちだなと実感させら

れます。ご担当の皆様は当然お読みになっていると思

います。内容について、ここで細かくは触れませんけ

れども、当局の皆さんがたびたび言うように、改めて

検討とか、丁寧に検討とか、そういうふうにしたいよ

うな意見が多方面にわたりまして、多種多様に書かれ

ております。 

 その結果、当局は課題が多いから申請を見送ったと

いうこととしておりますが、市民は、このアンケート

を出すことにより事業がおくれるということを望んで

いたのでしょうか。確かに意見の中には活性化事業は

必要ないとか、活性化は無理というそういう記述も見

られました。しかし、それでもこれからの久慈市を幾

らかでもよい方向へ進めることを考えたとき、当局と

して中心市街地の活性化事業は必要と判断して、第２

期の計画を推進しているものだと思います。 

 ただ、このアンケートは、当局の皆さんには大変失

礼な言い方かもしれませんけども、後から取ってつけ
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たようにしか私には見えない。市長は、見直すことを

公約として市民から市政を負託されたわけであります

ので、ご自身の考えで見直すという、その判断でよろ

しかったのじゃないかなと思います。 

 それはちょっと置いておきますけれども、８月４日

の到着分までで集計されておりますので、８月の中旬

にはアンケートの調査結果はまとまっていると思いま

す。もう既に４カ月ぐらい経っている現在、見直しの

判断はしたんでしょうけども、見直しをした後、アン

ケートを精査した後は、どのような検討状況になって

いるのか、その辺、どのような答えが導き出されてく

るのか、その内容と経過、その辺のところをお聞かせ

いただきたいと思います。 

○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）  市民アンケートの集

計後の検討状況ということでございます。 

 議員ご指摘のとおり、８月４日までの到着分という

ことで 終集計という形で調査結果を公表していると

ころでございます。 

 その中には、概要ということで、大まかな部分での

多かった意見等を整理しておりますし、さらには、個

別のいわゆる意見というものも多くありました。その

ところについても我々は一つ一つ見ながら、いろいろ

こういった意見があるのだなというのを、今、検討と

いいますか、研究しているところでございます。 

 そういったことを加味しながら、考慮しながら、今

後、市民の皆さんとか、商店街の皆さんとか、そうい

った方々と意見交換を進めていくわけですけれども、

そういったところでの議題といいますか、そういった

意見があるということも踏まえながら、意見交換を進

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）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  その個別の意見もたくさん出

ておりまして、それも検討材料としてということでご

ざいました。きのうの市長の答弁では、認定の５年間

は変わらないというお話もいただいております。早急

に検討を進めないと、また期間の延長とか、変更とか

という話もなると思いますので、その辺は考えながら

やっていただきたいと思いますけれども、昨日の小倉

議員からもお話がありましたように、市民から中心市

街地活性化事業について聞かれることが多々ございま

す。駅前ビルについてもそうです。「あまちゃん」に

かかわっては、駅前ビルを残してほしいという意見も

お聞きいたします。 

 そのほかにも、市民からは、自分たちのアンケート

での意見を取り入れていただきながらも、予定どおり

に駅前開発が早期に進捗していくものと期待していた

という、そういう意見もお聞きいたします。より多く

の市民から意見をいただけば、さまざまな意見が出る

というのは当然でございます。市民の意見を全く無視

した中心市街地活性化事業は進めてはならないと思い

ますけれども、全ての市民が賛同できるような事業も、

またこれも大変難しいと思います。 

 本来、中心市街地活性化事業は、中心市街地の活性

化に関する法律に基づきまして、地域の経済と社会が

発展するために、都市機能の増進や経済活力の向上を

推進するためということで定められております。 

 当市の第２期の計画では、中心市街地の活性化に関

する基本的な方針というところの冒頭に、必要性とい

うのが掲げられております。活性化に当たっては、大

震災による後ろ向きなイメージの払拭や新たな契機を

生かした効果的な事業の実施が必要であり、しばらく

基盤施設等の強化・整備については公共が主体となり

つつ、市民、民間と協働して、中心市街地の活性化に

取り組む必要があるというふうに明記してございます。 

 ここでの公共というのは、久慈市と私は捉えますけ

れども、市が主体となっていただくことに何も私は異

存はございませんが、久慈市中心市街地活性化協議会

から提出された意見として、基本計画の進め方につい

て実施する事業の具体的な計画作成や展開に当たって

は、適時適切な説明に努めてほしいという、そういう

ふうな明記もあります。 

 現状では、市と久慈市中心市街地活性化協議会との

間で、事業推進にかかわる連携がとれていないのでは

ないかと私は思います。答弁では、商店会と一体とな

ってというお話もいただいております。地域住民とか、

関係機関はもちろんでありますけれども、商工業者を

代表しております久慈商工会議所との相互連携が中心

市街地活性化事業でなければ連携がなされた事業でな

ければならないと思いますが、その連携についてどの

ように考えているのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  澤里産業振興部長。 
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○産業振興部長（澤里充男君）  中心市街地活性化計

画の中で、にぎわいの創出そういったものを、我々も

そういった大きな目的を持って進めていきたいと考え

ているわけでございます。 

 その中で、商工会議所のメンバーの皆さん方も入っ

ておりますが、中心市街地活性化推進の協議会がある

わけでございます。これまでの計画等、それからソフ

ト事業、それから毎年の進捗状況、そういったものは

協議会の皆様と協議しながら報告、そしてご意見をい

ただきながら進めてきております。 

 今後におきましても、今回の見直しにつきましても、

協議会の皆様のほうにもご説明をして、そして、その

中でにぎわいの創出、その方向性については同じ意見、

そういった方向性を持っているわけでございます。た

だ、その手法について、いろいろ今検討をさせていた

だくということでございますので、大きな目的は同じ

だと思っています。 

 そういったことで、連携、そういったものはとりな

がら、お互いに意見をいただきながら、出し合いなが

ら、連携を図って進めてまいりたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  しっかりとした連携をとって

事業に当たるということで受けとめさせていただきま

した。 

 中心市街地活性化協議会の運営委員会というのがあ

りますけれども、そちらには、今お話しいただいたよ

うに、消費者とか、町内会、金融関係、商工団体、そ

して市の関係担当課も名前を連ねております。市長の

言うとおり、多くの市民から広く意見を聞くことを考

えれば、協議会との連携は今以上にしっかりとやって

いただきたいと思っております。 

 そこで、私なりに第２期計画が心配になりまして、

内閣府の地域活性化推進室というところへ問い合わせ

てお聞きした経緯があります。見直された取り組み事

業が認定されている基本計画と同等以上の中心市街地

の活性化の実現に向けた効果が、計画期間内に発揮さ

れるものであれば、認定を取り消さず、計画変更で対

応することも可能というお答えもいただいておりまし

た。ほっとした反面、見直しによりまして当該事業が

関係府省庁の事業補助金から除外されているようであ

れば、補助事業自体の対象とはならないというお答え

もいただきました。 

 事業を推進するには当たり前でございますけども、

必要な財源についてはしっかりとした計画を立ててい

ただきたいと思いますが、その辺の財源の関係のお話

をいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  今、中心市街地活性化につ

いての質問等をいただいているわけですが、市の広報

でも見直しに至った経緯、考え方については説明して

おりますが、この当初計画案、これについて、どのぐ

らいの人がわかっていたのかということが、まず大き

な見直しの視点でございます。 

 議員に対してもスクリーンで説明をし、資料でも提

出しておりませんでした。そういうお話がございまし

たし、それから、運営協議会に対しても資料を提示し

て、回収しているというようなことで、それから、各

商店街等に対してもどのような図で絵を描いてやって

いくのかということをきちっと説明しているかどうか

というのも不安でしたし、その辺もひっくるめて、市

長が市長選挙の中で、この中心市街地の見直しについ

ては見直しをしていくんだということでもって、現在

に至っているわけでございます。 

 今、議員さん個別に国のほうに連絡をして、いろい

ろと聞いたということでございますが、市として、今、

一生懸命にこの中心市街地の見直しにかかわって、国

と県とも協議しながら、どのようにすればいいのかと

いうことで一生懸命やっている段階です。そうした中

で、個別の聞き取りとか、そういうのに関しては、何

とか市と相談していただいて、やっていただければと

思います。 

 そのほかに、今、一生懸命見直しの関係でセブンイ

レブンにも相談をいたしました。何とか久慈市に進出

していただけないだろうかということもお願いしまし

た。ただ、セブンイレブンでは、集荷場といいますか、

そういう関係で現時点では進出できないと、そういう

環境等が整えば、それらについても今後検討したいと

いうことをいただいております。 

 そのほか、医療関係の事業所あるいは外食センター、

それらについても個別に交渉をし、今いろいろと市民

の要望に応えるような、そういう絵を何とか描きたい

ということで、今、一生懸命やっておりますので、そ

の辺についてはご理解をいただきたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  私が直接問い合わせたのはち

ょっと本当に心配だったもので、どのようにすればい

いのかということもありましたので、先走ったかもし

れません。その辺はおわびを申し上げます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  中塚議員の一般質問に関連い

たしまして、何点か質問させていただきます。 

 まず、第１に、質問項目の５の脳卒中予防対策につ

いてですが、2010年の調査で岩手県が脳卒中死亡率で

ワーストワンになったことから、関係団体が脳卒中予

防県民会議を組織し、県を挙げた対策に乗り出したよ

うでございます。 

 県では、ワーストワン脱却を目指し、減塩指導を10

月ごろから開始し、各家庭を訪問し、５年間で１万世

帯以上を目指していると報道がございました。当市に

おかれましても、血圧の管理やみそ汁の塩分測定等を

スタートし始めたところですとご答弁がございました。 

 私なりに調べてみたのですが、脳卒中を防ぐには、

食事を中心とした生活習慣の改善が不可欠なようでご

ざいますが、減塩対策や有酸素運動を継続して行い、

運動不足を解消することがよいとされているようでご

ざいます。減塩指導や健康長寿運動を積極的に市民に

対して周知徹底を図ってもよいのではないかと思いま

すが、市のお考えはどうなのでしょうか。 

 また、脳卒中の直接の原因は、高血圧などで動脈硬

化により発病するようで、特にもお年寄りに多い病気

だと言われております。現在、我が国は、物すごい勢

いで高齢者の人口が増えておりますが、病気や寝たき

りの長生きではだめです。 

 当市といたしましても、健康長寿を目指し、今後、

脳卒中予防対策をさらに積極的に取り組んでいくべき

と考えますが、ご所見をお伺いいたします。 

○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）  当市では、脳卒中予

防を 重要課題と捉えて、保健師や栄養士、保健推進

委員や、あるいは食生活改善推進員とともに、健康教

室、健康相談、検診等の事業を実施しているところで

ございます。 

 市長答弁でもございましたが、11月には、昨年度当

地区の減塩レシピが全国１位になったことを記念いた

しまして、当市におきまして「ご当地かるしおＳ―１

グランプリ北東北サミットｉｎ久慈」というのを開催

しております。 

 また、12月５日、先週の話でございますが、国立循

環器病センターから講師を３名お招きをいたしまして、

食生活改善推進員あるいは保健活動をなさっている方

を対象とした糖尿病の予防講座を実施をしております。 

 また、先ほど議員さんからもお話がございましたが、

年明けには、これは岩手県の食生活改善推進協議会が

主催をいたしますが、家庭訪問等によります、みそ汁

の塩分濃度測定を実施すると聞いておりますので、こ

ういうふうな事業に対しましても、市も積極的に支援

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）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  答弁ではおわかりですが、先

ほども申しましたけれども、広報等でもう少し、この

減塩対策とか広報などにちゃんと載せて、周知徹底を

図ったほうがいいんではないかなと思うんだけれども、

どうなんでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  今、お話しございました健康

寿命をいかに延ばすかと、ぴんぴんころりと、元気に

高齢の期間も過ごすということは非常に大事だと思っ

ております。 

 皆様ご案内のように、久慈市の場合は国保への一般

財源の赤字補痾、これが莫大な金額に上りまして、こ

れが毎年続いてると。今必要なのは、予防対策、介護

予防を含めての健康づくり、このためには食生活、減

塩対策、この脳卒中予防のためにも大事でございます。

こちらでは幅広く施策を今構築しようということで検

討を進めております。先進事例は長野県がございます

ので、長野県のやっている中身をしっかりと勉強して、

それを久慈市で実施すると。先進事例を参考にすれば

いいと思っております。 

 あわせまして、先月も歯科シンポジウムにも私も参

加させていただきましたが、やはり歯の、口の中の定

期的な管理、これをやっていくと、確実に医療費が下

がるというお話もございました。久慈市の歯科医師会

からも、これをもっともっとやりましょうと。取りあ

えず妊婦さんには拡大したんですが、高齢者を含めて、

あとは働き盛りのそこの世代が手つかずの状態もある
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ということもございます。 

 あとは、運動も大切だと思っておりまして、今は、

例えば久慈市の体育館です。利用料金がちょっと負担

が大きいので、利用をちゅうちょするというふうなご

意見もいただいておりますので、今月から３月までは、

入館料、冬期間のウオーキング、１回、大人320円か

かるところを、一律100円までで試行してみたいと思

って、そのデータを見たいと思っているんですが、運

動をしながら、食生活、減塩対策をしながら、あとは、

口の中の衛生とか、幅広くトータルで施策を展開して、

久慈市全体では医療費を下げたいと。 

 で、介護を必要な方についても、先送ると、時期を

先に送るようなそういう施策を、これは力を入れて取

り組んでまいらなければいけないというふうに考えて

おります。 

 具体的なやり方はいろいろあるかと思うんですが、

先ほどの広報の周知を含めて、従来もやってきている

んですけども、それでの状態が、現状が問題になって

おりますので、従来の取り組みを見直して、さらに拡

充して、市民の皆様が本気になって取り組むというふ

うな運動を強力に展開していきたいというふうに考え

ております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  次に、質問項目の９番、土木

行政についての（１）除雪対策についてと、（２）県

道野田長内線についてですが、先ほどのご答弁では、

中沢橋かけかえ工事は27年度上半期の発注と、県から

の報告があったようですが、ことしの第15回定例会で

もお尋ねいたしましたが、そのときのご答弁では、秋

口までには着手する予定で、27年度完成予定と、県北

広域振興局から報告を受けたと申されております。し

かしながら、いまだに着手する気配すらなく、実は心

配し気になっておりました。 

 以前にも申し述べておりますが、大型自動車が自由

に、楽に通行できるような中沢橋にしなければなりま

せん。どなたでしたか、復興を加速すると申されてお

りますが、中沢橋かけかえ工事も復興関連でございま

す。時間的に余裕がございません。再度早期完成を県

に対しまして要望すべきと思いますが、考えをお伺い

いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  県道野田長内線の中沢橋付

近でございますが、市といたしましても大変重要なと

ころだと思っております。確かにあの付近の道路を堤

防と一緒に改修していくということで、市といたしま

しても大型車両が自由に通行できて、高低差等もなく

なればというふうに考えております。 

 ただ、今のところ県のほうからは、おくれていると

いうことについて、理由については伺っておりません

けれども、平成27年度の上半期ですけども、できるだ

け早い時期に発注したいというふうなことを伺ってお

りますので、今後とも早期完成に向けて県北振興局の

ほうに要望してまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  次に、（１）の除雪対策につ

いてですが、12月１日から３月31日までの長きにわた

り、大尻小袖間の海岸線が工事のため全面通行どめと

なっておりまして、市道大尻川原屋敷線の道路が大幅

に大型車両などを含め多くなっております。これから

降雪の季節に入るわけですが、側溝のふたも未整備の

ところが大分あるため、交通事故などが心配されます

ので、除雪はもちろんのこと、勾配がきついところも

多数ありますので、融雪剤などをよくまきながら、事

故防止対策をしっかりととるべきと考えますが、ご所

見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  県道野田長内線の通行どめ

に関しましては、振興局のほうとかなり協議を進めて

おります。 

 冬期間の代替道路、これの除雪のほうも振興局のほ

うで行っていただき、そして、交通の確保をしていた

だくようにお願いして、今、協議しているところでご

ざいます。 

 また、除雪によって出る雪等、側溝等にふたがない

ところにつきましても、本当に危険なところは今後と

も直していただくように少しできないか、協議してま

いりたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  わかりました。それで、この

除雪なんですけれども、そうすると、市ではなく、県

のほうで除雪をすることになるんでしょうか。 

 そして、久慈市の場合は受託業者さんが判断して除

雪をすることに見直したということなんですが、その
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点、市でやるのか、県でやるのか、その辺をひとつお

聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今、細かい分担といいます

か、この路線がかなりありますので、それについては

資料をとって説明いたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  失礼しました。市道の除雪

については市で行うということで、そこで、重車両、

建設車両等で掘れたりするようなところについては、

県で行うということでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  後になりますけども、でき

るだけ除雪を万遍なくやってほしいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  それでは、中塚議員の質問

に関連いたしまして、何点か質問させていただきます。 

 順不動になると思いますので、時間がなくなればや

れない部分もございますので、とりあえず、項目７の

森林の仕事ガイダンス。これは昨年度私が取り上げて、

ぜひ県のほうに要請して、久慈地区で開催していただ

きますようにということで要請をいたしましたら、今

年度早速開催していただきまして、大変ありがとうご

ざいます。 

 高校生の皆さんのアンケート結果が結構好評だった

ようでございますので、会場でも担当の皆さんには、

ぜひまた来年度も継続してこの森林の仕事ガイダンス

を、来年度も続けてやってもらいたいと。そういうこ

とによって、第１次産業である林業が今の若い世代の

人たちに浸透していくであろうということでお願いは

してございますが、ぜひともまた引き続き来年度も要

請していただけますように、まずその点をお伺いいた

します。 

○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）  当該ガイダンスの継

続、久慈での開催をということでございますけれども、

このガイダンスの主催は公益財団法人岩手県林業労働

対策基金なわけでございます。会場の選定につきまし

ても、基金からお伺いしましたところ、当該基金で選

定をしているということでございました。 

 それで、来年も当地域でぜひやってほしいというふ

うにお願いをすれば選定は可能でしょうかということ

でお伺いしましたところ、検討することは可能ですと

いうことでございました。 

 で、今回のアンケートを見ましても、こういう就業

の相談の機会が非常に有意義であるということは、先

ほどご答弁で申し上げたとおりでございますので、市

といたしましても、来年も久慈で開催できるように働

きかけていきたいというふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  ぜひお願いをいたします。 

 それでは、あまり私も、この市職員の独身状況につ

いては本当は触るのはどうかと思ったんですが、会派

のほうでも、これは中身を知っとく必要があるだろう

ということで、取り上げることにしましたが、先ほど

の答弁で私は正直びっくりしたんです。会派では、せ

いぜい35人か、40人だろうという想定でした。ところ

が先ほどの答弁ですと、男女を含めて125名という答

弁でしたよね。いや、びっくりしました。 

 これは、一般市民の方からもよく言われるんです。

市の職員の方に随分の独身の方がいらっしゃるようだ

なと。一般市民の方もそう言います。いや、木ノ下議

員、中身はどうなってるんだと。私も知らないわけで

す。きょう初めて知ったんですが、本当の中身を。 

 一般市民の方々は話の切り出しは、こういう話をし

ます。いや、給料もそこそこもらってるんだし、生活

も結婚したって安定してるはずだと。なぜ独身の方が

こんなにいるんだろうなあと、そういう話がまず出ま

す。 

 これは、市長か副市長の答弁になるかと思いますが、

その要因について、なぜそこそこの給料をもらってい

る方々が、こういう独身の方がこんなに役所の中に多

いのか、どう捉えているのか、思っているのか、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）  ただいまのご質問でございま

す。これは日本中、いわゆる生涯未婚で暮らしている

方が増えている。あるいは、その結婚年齢が上がって

いるということでございまして、久慈市役所だけが特

異な状況というふうにはなっておりません。 

 私ども、かつて県庁におりましたけども、県も同じ

ような状況でございまして、これは、ですから、公務

員だからということだけじゃなくて、民間を含めて、

もっと言えば日本中、原因につきましては、恐らく日



－92－ 

本人の価値観の多様化というふうなことかなと。今、

コンビニ、スーパー等、食材についても非常に充実し

ておりますので、かつてのように、食事の準備も一か

ら野菜を刻んでというふうな状況ではないと。レンジ

一つあればというふうな社会情勢も影響してるのかと

思います。 

 ですから、所得が安定的で確保できているから結婚

するという方々だけではなくて、そうじゃない要因で

独身を選択していらっしゃる方もいらっしゃるという

ことだと、私は感じております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  いや、市長、そういう答弁

が返ってくることは誰も想定しているんです、当然。

そういう答弁になることは当然私も認識しております

けれども、久慈市の市長として、トップとして、そう

いう今のような答弁で事が済まされないことは、当人

も知っているわけです、当然、市長ですから。 

 というのは、これは、私は山内前市長からも言われ

たことがあるんです。久慈の職員の独身の方が随分い

るからと。木ノ下、いい手だてが何かないものかと。

いや、そうは言われたって山内さんと言ったことが私

はございます。 

 そういう話をすると、いろいろと問題も出てくるこ

ともあるわけですが、個人的なこととは言いながらも、

確かに個人的なことかもしれません。でも、この世に

生を受けて、優秀な頭脳を持った方々が子孫を残さな

いで消えていくわけですよね。こんなもったいない話

はないです。私のように、大したことなかったら、こ

れも仕方がないかもしれませんが。 

 私は、きのうの砂川さんのように、35歳になっても

結婚していないものをやめさせろとか、そんなことを

私は言いませんけれども、そこは突飛な話であって、

それぐらいの認識を持って職員たるものを務めてくれ

ということが、砂川さんのきのうの話だったと思いま

すので。 

 その要因は、私らも確かに職員の両親の方々からも

多少は聞いております。それなりにまた当事者からも

聞いたことがあるんですが、やはり自分は、例えば結

婚したくても、両親が反対したとか、いろいろそうい

った要因等もあるということは知っておりますが、た

だ、このままにしておかれないんです。下手をすれば

久慈市がなくなるんですから。結婚してなければ、さ

っき中塚大先輩の議員もおっしゃいましたが、結婚し

なければ当然子供が産まれない。困りましたね。何と

か、市長してください。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  私は、先ほど申し上げました

のは、これでいいというふうにお話ししたつもりはご

ざいません。こういう状況でありますというふうにお

話をいたしました。 

 きのうもちょっとお話を申し上げましたけども、こ

の125名は高卒の職員と、二十前後の若い職員も含め

ての数字ですので、そこはご理解いただきたいんです

けども、20代の職員に対しても、やはり明るい家庭を

つくってというふうなお願いをいたしました。家族っ

て、いいものだよと。だから、やっぱりそういうこと

で、今、世の中は一人の方が増えてますけども、そう

じゃなくて、やっぱり奥さんがいて、ご主人がいて、

子供さんがいてと、これはすごくいいよというお話も

しています。 

 市の職員以外に対してもそういうお話をしておりま

して、具体的に、やはり久慈のまちを考えた場合に少

子化が大問題でありますので、これについては市の職

員も積極的に取り組んでほしい。個々にはそれぞれの

価値観がありますので、それは押しつけはできません

が、そういう意味で、先ほどの本日もご質問が出てお

るんですけども、出会いの場をつくるべきじゃないか

というお話がありましたので、これについては、民間

がやっているからいいということじゃなくて、民間を

含めて久慈市としても本当に取り組んでいかなければ

いけない大問題だと思っています。まず出会いの場を

つくって、結婚への入り口の選択肢を増やしていくと。

これが環境整備ということでできることだと思うんで

す。 

 あとは、市民の皆様も少しおせっかいを焼いていた

だいて、具体的なカップルが誕生するように。それは

市役所そこまで、やっている市町村もございます。そ

ういった方に動いていただいて、成果が出たら、報酬

をお支払いをするということを始めているところもあ

るとは聞いていますので、そういったことも検討は進

めてまいりますが、少子化、これについては、さまざ

まなことを考えて取り組んでいかなければいけないと

いう認識を持っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 
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○６番（木ノ下祐治君）  今の議題に触れますと時間

が長くなりますので、本当はずっとやりたいんですけ

ど、まだそのほかにちょっと、土木行政についてです

が、市道整備認定、そっちのほうに振っていきますが、

今回も市道認定が５件入っておりますが、前議会でも

市道認定があったはずです。 

 人口減少が確実に久慈市もさることながら、もう林

村はもっと減るわけです。今の状態で、市道認定なり、

確かに生活道、それらの市道認定をして舗装してどん

どんやっていけば、それは生活はその地域はしやすい

です。 

 ところが、将来的にこのまま市道認定なり、今の状

態というか、このままの考えで、もし道路もただただ

増やしていったならば、先ほどの除雪対策ではないけ

れども、絶対に不可能になってくるんです。恐らく10

年もすれば、確実に一人もいない集落が出てきます。

今、70、80の方がおられますので、えっと思う地域が

あるんです。10年もすれば確実に人がいなくなる地域

があります。 

 私は、仕事の関係上、山手のほうを随分と歩いてい

ますから、これは久慈市だけじゃなくです。ですから、

えっ、こんなところに一人、たった一軒しか、こんな

ところに人がいるんだと。そういう地域が結構ありま

す。10年もすれば、確実に人がいなくなる地域があり

ます。久慈市だけじゃない話です。 

 ですから、久慈市も当然そういうところがあります。

そういった関係で、もしこのまま、これは建設に道路

網だけじゃなく、これはかかわっていくわけですが、

市長は道路整備等、市長の立候補のときにそういうこ

とを訴えているわけですが、でも、相反する状況がも

う目の前に来ている。今までは今の考えでよかったで

しょう。でも、もう今の考えだけでは対応し切れない。

これはもう現在もそういう状況に来ているわけです。 

 ただ、市内の場合は、今回は震災とかいろいろあっ

て、道路認定はこういうことがいっぱいあるわけです

けども、でも、今のような状態が許されるわけがない

と。この考え方についてご答弁をお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  市道認定についてでございま

す。 

 木ノ下議員ご発言のとおりの厳しい状況になる、そ

ういう可能性が非常に高いというふうに思っておりま

して、実際、久慈市内も例えば10年後、20年後どうな

るかと考えた場合に、限界集落からさらに進む集落も

出てくるということは認識しております。 

 現在、市道認定をするに当たりましては、連檐する

住宅の戸数等もあわせて検討しているところでござい

ますが、お話もこの場で出ておりますが、市道の認定

廃止も考えなくちゃいけないんじゃないかというお話

もありました。これについては、財源問題を含めて大

きな課題だと思っております。 

 ぜひ議員の皆様におかれましても、各地域の状況は

それぞれあろうかとは思うんですけども、久慈市全体

の財政状況なりを勘案して、これについてはお互いに

議論をしていきたいと思っております。住民の方から

のお話を聞いていますと、何とかしてくれと、新規認

定のお話だけは来るわけなんですけども、なかなかそ

れでは対応し切れない。で、これから先、さらに状況

は厳しくなっていくというふうには思っております。

一緒に考えていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  来年度は、県議会、市議会

の選挙もあるわけですが、そういった点で、市道を廃

止するとか、そういう格下げするとかいう話は、議員

の皆さんはしたくないでしょうけれども、でも、私は

いつかは決断しなければならないときが来ると。そう

いうことを案じまして、私は、今回これを取り上げさ

せていただきました。 

 これは、議員の皆さん、当局の皆さんを含めて、市

民が全体で考えていかなければならない将来喫緊の課

題と、そのように捉えておりますので、答弁はこれ以

上は要りませんけれども、みんなでこの問題を共有し

ていかなければならないなと、そういう認識を持って

いただきたいと思い、取り上げております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  中塚議員の一般質問に関連し

て、何点かお伺いをいたします。 

 質問項目の２番のご当地ナンバーの導入についてで

ありますけども、11月に、盛岡あるいは平泉ナンバー

が交付され、地域振興に大きな期待が寄せられている

ところでありますけども、先ほどの答弁ですけども、

ちょっと聞き逃しましたけども、三陸リアス会議と言
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いましたか、リアス会議の中で、陸前高田市の議長さ

んから提案があったけども、不採択になったという答

弁がございましたけども、その要因がなんだったのか、

まずそれが１点。 

 そして、三陸沿岸は東日本大震災の復興の活性化あ

るいは三陸縦貫道路の設置、そして三陸復興国立公園

の三陸への名称の再編等、さらに、久慈市においては、

ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」人気等で、全国

にさまざまな形で三陸が発信されたわけですけども、

今が本当の絶好の機会じゃないかなと思いますけども、

この三陸ナンバーの交付を積極的に関係機関に強く要

望するべきと思いますが、再度、ご所見をお伺いいた

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  まず、ご質問の会議

の名前は三陸沿岸都市会議でございます。 

 で、経緯も含めまして若干ご説明したいと思います。 

 まず、これにつきましては平成16年の三陸沿岸都市

会議で、ご当地ナンバーの創設、三陸ナンバーという

ことで提案がありましたが、その後、次の年になりま

すが、消極的な団体等の意見もあったということで、

一旦は凍結。そして、次の年に再度やはり話が持ち上

がりまして、平成19年に住民アンケートを三陸のそれ

ぞれの地域で実施しております。それで、反対が

40.7％、賛成が30.7％という形でございまして、この

結果を踏まえまして、当面活動を休止。 

 そして、市長の先ほどの答弁にもありましたように、

昨年度のリアスハイウェイ早期実現釜石大会におきま

して、再度こういう部分について働きかけてはどうか

というような提案がありまして、ことしの２月になり

ますが、三陸沿岸都市会議で当市として情報収集をし

て、もう一回話題にしようということでご提案申し上

げました形であります。 

 で、お話しのとおり、今、三陸復興公園、それから

「あまちゃん」の関係、まさに今そのような声を上げ

る時期とは思いますが、やはり国土交通省のほうの基

準によりますと、住民のニーズ把握をして、そして住

民の意見を尊重すると。そういう部分でありますので、

これからは、やっぱり地域の一体感の醸成、そういう

部分でいろいろな部分で努力してまいりたいと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  失礼しました。三陸沿岸都市

会議でしたか、この中で、前に出したときも、保有台

数10万台の基準というのがあったようなんですけど、

私調べてみたら、この10万台というのは大体久慈広域、

洋野、久慈、野田、普代、田野畑、岩泉、宮古、山田

町ぐらいまでで、大体11万1,000台ぐらいあるような

んです。そういうエリアについては、そういった感じ

で、ただ、三陸というナンバーを使う場合には、でき

れば三陸沿岸の全部をエリアにしたほうがいいと思う

んですけども、当時の会議の中では、宮古市長をはじ

め、大船渡、それから陸前高田の市長さんたちは賛成

したということを、前の質問をしたとき聞いたことが

あるんですけども、そういったことから、山田町、宮

古あたりまででもエリアはクリアできる、10万台の台

数はクリアできるのであれば、まずは近隣町村の自治

体との同調をいただきながら、おいおい三陸沿岸全体、

陸前高田あたりまでをエリアに広げていくような、こ

の三陸が言われている今が本当の絶好の時期だと思い

ますので、強く推進すべきと思いますが、再度考えを

お伺いいたします。 

○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）  国土交通省の地域の

基準につきましては、地域特性や経済圏等に関して、

他の地域と区分された一定のまとまりのある地域とい

うことで、これ以上の具体的なるものは実はございま

せんが、やはり三陸という形であれば、陸奥、陸中、

陸前、やはりこの三陸の地域が対象になろうものと考

えておりますので、やはり三陸海岸一体で進めるのが

よろしいのではないかなと考えているところでござい

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  機会あるごとに、いずれ久慈

市として発信していくべきだと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 次に、３番の人口減少対策についてでありますけど

も、このことは昨日来、活発な議論がされておりまし

て、もう聞くところがないような気がしますし、先ほ

どの木ノ下議員の質問に、もっと詰めたいところであ

りますけども、私は、若い女性の対策についてお伺い

したいと思いますけども、先般、私たち、黒崎荘で、

久慈地区市町村議会議員研修会におきまして、県北広
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域振興局長の高橋局長さんの講演がありましたけども、

将来人口推計によりますと、今の人口移動が収束しな

い場合ですけども、子供を産める20歳から39歳の女性

が、2010年には久慈市では3,751人あった女性ですけ

ども、これが30年後には、わずか1,429人、61.9％ま

で減少をするというような推計が示されました。これ

は久慈広域４市町村全部、60％以上の減少となるとい

うような資料が示されましたけども、特に普代村にお

いては、233人いるこの年代の女性が、30年後にはわ

ずか57人、75.5％も減少をするという大変な推計が示

されましたけども、このように広域には共通した課題

もあると思うんです。 

 答弁では、国・県の動向を見て対応するということ

でありますけども、庁内の人口対策本部だけでなく、

こういった広域の自治体、野田村では、たしか20代の

若い職員たちが中心になって、その対策本部をつくっ

ているとかという報道を見たような気がしますけども、

こういった近隣の広域自治体の対策本部とも連絡をと

りながら、広域全体として共通した課題があると思う

んです。子供を産める年代の女性が安心してこの地域

に子育てしながら働けるような環境の整備に努めるべ

きと思いますけども、ご所見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまお話しありましたけ

ども、その出産対象年齢の女性が、2040年には2010年

に比べまして61.9％減るという、そういう増田レポー

トでも指摘されておりまして、大きな課題だと思って

おります。 

 久慈市は、高卒の就職希望者の方は、震災前から相

変わらず７割の子供たちが外に出ていくというふうな

状況でございまして、女子に関しましてはさらに厳し

く、毎年８割の女子生徒が、18歳の方が首都圏中心に

出ていってしまうというふうな状況がございます。 

 久慈市内には雇用の場も結構ございます。縫製業等

でも正規社員の募集をかけているけども、なかなか地

元に目を向けてくれないという企業の経営者の方から

のお話もございます。まちの魅力についても、もっと

上げていかなければいけないと思っております。なか

なか若い方については久慈市、この久慈広域全体です

が、いわゆる娯楽施設もほとんどないというお話とか

されております。 

 一方では、市内に仕事で残っている若い方に聞きま

すと、久慈は自然がいいとこだし、両親もいるし、家

族がいて、友達がいて、こんないいところはないとい

うお話もあるんですが、現実には８割の高校３年生、

卒業生が就職で外に出ていってしまうということでご

ざいます。 

 これについては、お話がありましたように、広域の

大きな問題だと思っております。雇用の場をつくらな

ければいけないのですが、一方では、雇用の場があっ

ても選択をしない子供たちがたくさんいるということ

ですので、そこについては、中学生レベルからもっと

久慈はいいところだと、ゆっくり過ごしながらストレ

スのない状況の中で、しっかり正社員で働けるという

ことも認識してもらわなければいけないと思っており

まして、後は、親御さんにもそういうお話をして、地

元にできるだけ残すという動きをしていかなければい

けないと思っております。 

 平均の給与レベルについては、この地域は県内でも

低い状況にあるというふうに認識しておりますので、

企業の経営者の皆様には、そういった社員の処遇改善、

これについても一緒にというふうに取り組んでいただ

くようお願いもしてきておりますが、トータルで魅力

のあるまちをつくらなければいけないというふうに思

っておりまして、ここの部分が改善されないと、結婚

相手を探すといっても男性が非常に苦労するというふ

うな状況になりますので、皆様とともに本当に若い方

にとって久慈はいいところだと、住むにはこんないい

ことはない。こういうメッセージも出せるようなまち

づくりをしていかなければいけないと思っております

ので、ご協力を賜りたいと思っております。 

○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）  広域での取り組みで

ございますが、この問題は管内共通の課題であるとい

う認識から、ことしの県に対する重点事項要望につき

ましても、県及び近隣の市町村との連携を深め、お互

いに地域全体を活性化させるという意味合いで要望し

まして、管内の関係者が共有し連携を促進するための

組織を振興局のほうで設置して、もう既に、まだ今の

ところですと情報共有が中心ですが、そのような取り

組みはしているところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  まず、この20から39歳、子供

を産める女性が子供を産みやすい、しかも働きやすい
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環境整備が急務となっているわけですけども、たびた

び話題になるんですけども、産婦人科医の常駐がない

とか、ちょっと重症とか重い患者になりますと、わざ

わざ二戸まで行かなければならないという課題、ある

いは、２人目、３人目を産みたくなるような出産助成

金とか、こういった自治体によっては出産祝い金の支

給等もあるところもあるようですけども、それから、

保育園に入りますと保育料の軽減とか、学校に入りま

すと学童保育の充実、おかげさまで、ことし宇部には

学童クラブを設置していただきましたけども、先般、

市長のところに市内学童クラブの父兄の方々が、さま

ざまな要望に参りましたけども、この中でも、学童の

多いところは施設が狭いとか、一方、侍浜、宇部のよ

うに学童そのものが少ないところ、10人を境に事業補

助金ですか、これが100万円も違うとか、こういった

ところの改善、それから医療費の助成については、遠

藤市長になってから中学生まででしたか、補助金が出

るようになりましたけども、さらにこれを押し上げて

いただきまして、近隣町村では高校生までになってい

ますので、ぜひこの辺も対応していかなければならな

いと思いますけども、財源云々ということになります

けども、若い人たちが安心して子供を産み育てるよう

な地域にしていかなければならないと思いますけども、

遠藤市長が提唱しております久慈に住んでよかったと

言えるようなまちにもつながると思いますので、今も

ろもろ言ったことをぜひ財源云々じゃなく努力してい

ただきたいと思いますので、ご所見をお伺いいたしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  少子化対策につきましては、

本当に 重点課題として取り組まなければいけないと

いうふうに思っております。 

 私も種々助成事業等を導入しておりますが、やはり

財源問題がございます。財源問題があるのでできない

という対応ではなくて、その必要な財源をどっから生

み出すかというふうに取り組んでいこうと思っており

ます。 

 市役所の職員についてもその一環で、組織のスリム

化を図ろうと思っておりますし、来年度の事業予算編

成に当たりましても、財源捻出、これをしっかりやっ

ていかなければいけないと思っております。 

 そういう意味で、ハード整備等を含めて、本当にこ

れまで進んできた事業が必要不可欠なのかどうか。財

源が豊かであれば、やったほうがいいということは当

然あろうかと思うんですが、今は待ったなしで本当に

厳しい状況の中、見直しを求められておりますし、市

民の皆様からは負担が大きいと、今でも負担が大きい

という話もございます。ただ、その中で人財育成、子

供を育てる。そのためには環境整備。人がいなくなっ

ては、まちがもちませんので、やっぱりそういう意味

で選択と集中、どこに重点を置くかということをしっ

かり判断していかなければいけないというふうに考え

ております。 

○議長（八重櫻友夫君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  後に１点だけお伺いしたい

と思いますけども、学校統合に関連しましてお伺いし

たいと思いますけども、 近、クラブ活動についてで

ありますけども、自分の好きなクラブがないことから

転校するケースが 近よく聞かれるんですけども、こ

れは小規模校がますます生徒が減少化して、大規模校

に集中する心配があるわけですけども、この転校には

何か制約があるのかどうか、それが１点。 

 それから、小規模校ですけども、クラブ遠征の費用、

バス等を頼むわけですけども、これに苦慮していると

いうことであります。クラブ遠征だけじゃなく、陸上

記録会とか、あるいは体験学習とか、バスを利用する

わけですけども、生徒が少ないことから、１人当たり

の負担金が多く大変だということを学校側から聞きま

した。このような学校には優先的に市のバス等を利用

できないか、あるいは、何らかの手当ができないもの

か、お伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  学校の学区外での入学だ

と思いますけれども、それらにつきましては、それぞ

れの理由を伺いながら判断しているところでございま

す。 

 また、クラブ活動等への支援ということでございま

すけれども、それぞれ県大会あるいは東北大会、全国

大会等でそれぞれ割合を定めておりますけれども、学

校での事業の大会等につきましては援助を行っている

ところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  それでは、中塚議員の質問に

関連し、何点か質問をさせていただきます。 
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 まず初めに、市道認定、先ほど木ノ下議員とのやり

とり等もあったんですけども、現状をやっぱり考える

と、質問でも話をしましたけども、久慈から東京間ま

での約距離があるということは、これ年々増えていく

ということは本当とんでもないことです。とんでもな

いと言うのも変なんですけども、ただ、今ある市道自

体が整備になっていない場所も含めながら考えると、

将来かなりの負担になるというふうなのは、本当に私

も喫緊の課題だというふうに思っております。 

 で、どっかである程度の決断ということは、市長以

下やっていかなければならないんでしょうけども、

我々も含めて、そういった部分ではきちっと考えなが

ら、なおかつ、もし住民の方々からこういうふうな形

でと言われても、きちんと説明するような感覚で物事

を持っていかなければならないのかなというふうに思

っておりますけども、所見をお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  人口減少に伴います公共イ

ンフラ、道路でございます。 

 議員のおっしゃるとおり、今後、人口が減少してい

けば道路を行ったところで一軒も人が住んでいないよ

うな道路が出てくるということは考えられます。今後、

そういうところが出てくると思います。 

 また、市といたしましても、道路がどんどん増えて

いきますと、除雪の費用とか、維持管理の費用、そう

いったものが増えていくというのは明白でございます。

これらについては、今後考えていかなければならない

重要な案件だと思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  本当にこういった問題はどこ

の部分にも共通する部分なので、例えば、今、人口減

少の話もちらっとまた出ましたけど、私もそういった

部分ではいろいろ人口減少だけの対策じゃなくて、こ

れは第１次産業から商工業まで全部含めて考えていか

なければ、将来大変なことになるなというふうに私自

身は思っております。 

 先ほどから、今、高校生とか、例えば地元に就職し

ない方々がかなり多いです。私も会社をやっていまし

たけれども、やっぱり求人を出しても来ません、正直

言って。やっぱり何が原因かということを考えると、

子供の時代からある程度親御さんも含めて、やっぱり

説明していかないとまずいのかなと。あなたの近い将

来、ふるさとがなくなるんだよというふうな認識をや

っぱり子供のときから持ってもらうような教育の仕方

というのも、私は必要かなというふうに思いますし、

今の親の世代、あなた方が将来年とってからどうなる

んですかというふうなこともやっぱり実際、私はやっ

ぱりどんどんアピールじゃないんでしょうけども、そ

ういうふうなことも訴えていかなければ、久慈市自体

じゃなくて、周辺自治体が全部なくなってしまうとい

うふうにも私も考えております。 

 そこで、私は考えるのが、先ほど誘致企業の問題で

も今回出させていただいていましたけども、この道路

ができる関係で、やっぱりいい道路ができます。遠藤

市長もやっぱり誘致企業に関しては、そういった部分

ではこれからどんどん積極的に利用していきたいとい

う話はしています。私は、やっぱりそういった部分で

は大事なことかなというふうに常日ごろ考えています。 

 これは余談になりますけども、監査のほうで、仙台

の大和町、あそこに行ってきました。あそこは、今、

全国的に珍しく人口は増えています。１日と言えば変

なんでしょうけども、平均で１カ月200人ぐらいは増

えているそうです。で、何が原因かというと、誘致企

業なんです、やっぱり。それも、トヨタさんの関連企

業がそこに来たことによって、それに付随するまた企

業さん、どんどん増えているんです。やっぱりここに

とどまってもらうのもいいんでしょうけども、よそか

らも来てもらうという感覚でやっぱり物事は考えてい

かないと、私、だめなのかなと。 

 そのために、私は、私を含めてなんですけども、こ

こに議員さんがいらっしゃいます。この議員さん方の

つてを使いながらでも民間企業に来てもらうような形

というのを、私はどんどんやってもいいのかなという

ふうに思います。 

 例えば、一つの例なんですけども、私、メーカーの

スズキの鈴木修会長ともたまたま会う機会があります。

また、来年の１月にももちろん会います。やはりそう

いった部分も利用してもらえれば、私は紹介できます。

市長以下、例えば副市長でも部長さん方でもいいでし

ょうけども、紹介はもちろんできます。その中で、つ

てを持つことによって、どんどんそういった企業さん

方とも知り合うことができるこというのは、将来のた

めを考えれば、私、非常に大事なことじゃないかと常
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日ごろ考えていますので、そういった部分での今後ど

ういうふうな形で、この久慈市を含めてビジョンを持

っていくのかということをお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまのご提案、非常にあ

りがたいなというふうに感じております。 

 これまでもいろんな方の人脈で、例えば自然エネル

ギーの関係の企業に来ていただいたり、産業振興、地

域おこしで、ＮＰＯ法人とか、民間企業等の方からも

たくさん来ていただいて、さらに、その方からもいろ

んなご提案があって、また、いろんな人を紹介してい

ただいて、そこにまたこちらもアクセスするというふ

うな動きをしております。 

 今お話しありましたように、議員の皆様を含めて、

市民の皆様の人脈も貸していただいて、そういったも

のを取っかかりにして企業誘致も取り組んでいかなけ

ればいけないと思っております。 

 観光にしても、同じような人の力を借りて、今はど

こかに行って、例えば企業説明会に行ってパンフレッ

トを配りました。それで企業が来ますかという状況で

は全くないわけです。そうではなくて、それ以上の食

い込み方をしていかなければいけないと思っておりま

すので、一番有効なのは人の関係だと思っております。 

 久慈市からは、これまでも県外、首都圏にもたくさ

んの方が出ていっていらっしゃいますが、それぞれで

やっぱりかなりの仕事をしてきた方もいらっしゃいま

すので、ふるさと会等も積極的に出るようにしており

ますが、ふるさと納税だけではなくて、そういった人

脈をお借りしたいと。ぜひ久慈に役立つような人をご

紹介いただけないですかと、企業、そういう話題があ

りませんかというお話もしております。 

 繰り返しになりますけども、議員の皆様にも積極的

にそういうお話をいただきたいんです。地元の子供を

地元に残すだけではだめです。外からも呼んでくる。

やっぱり来ていただくためには、来ていただける場所

がなければ来ていただきようがありませんので、そう

いったところをどう用意するかということもございま

す。 

 今は、インターネット等を使って首都圏の企業が山

村に移ってるという、四国のそういう例等もございま

す。いろんな人があって、若い人が動き始めていると

いうこともございますので、ぜひこれは本当に人脈、

情報を教えていただければ、市としても積極的にどん

どん行きたいと思っております。よろしくお願いしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  今、市長が答弁したとおりだ

と思いますので、私自身も、私の知っている範囲での、

例えばメーカーサイドでもそういった部分では情報は

提供していきたいなというふうに思っています。やは

り私も年はとっていきます。皆さん方も順調に平等に

年はとりますので、その生きている間というのも変な

んでしょうけども、やはりできる範囲はきちっと後世

の若い人たちに残すためにやっていきたいなというふ

うに思って、この問題に関しては、皆さん方協力し合

いながら頑張っていきましょう。 

 あと、 後に１点、東日本大震災基金、これについ

てなんですけども、今６億円、定期とかやっていると

いうことですけども、これまた繰り越しになりますよ

ね。いつまでにこの基金自体を使わなきゃならないの

かと。なおかつ、それを含めて、もし余った場合、こ

ういうふうな部分というのは、国・県等に返還しなき

ゃならないのか、そのことについてお伺いします。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  東日本大震災復興基金に

かかわってのご質問でございます。 

 この復興基金は２種類ございまして、通常分と、そ

れから住宅再建分とございます。で、通常事業分が約

２億8,700万の残がございます。それから、住宅再建

分として３億2,700万、合わせて約６億1,500万弱ござ

います。 

 それで、期限ですけれども、通常分については期限

はございません。それから、住宅分についてですけれ

ども、これは平成33年３月31日までというふうになっ

ております。 

 で、返還するかしないかということでございますけ

れども、それについてはちょっと確認してからお答え

させていただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時15分といたします。 

    午後０時05分   休憩   
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時15分   再開   

○副議長（下舘祥二君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。この際、保留しておりまし

た中平議員への答弁を求めます。勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  東日本大震災復興基金に

ついてのご質問で、返還はどうなるのかというご質問

でしたけれども、通常事業については、期間の定めも

ございませんのでこれには返還の義務はございません

が、住宅再建分については、平成33年の３月31日まで

に使うということになっておりますので、この期間を

過ぎて残がある場合は返還するということになります。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  次に、日本共産党久慈市議

団代表、城内仲悦君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表城内仲悦君登壇〕 

○17番（城内仲悦君）  私は、日本共産党久慈市議団

を代表し、一般質者を行います。 

 本日、国民の目、耳、口をふさぐ稀代の悪法、秘密

保護法が施行されたことに強く抗議するものでありま

す。 

 さて、遠藤譲一新市長が誕生してから、はや９カ月

がたとうとしております。選挙での公約実現に向けて、

日々奮闘しておると思いますが、一般質問を通じて質

していきたいと考えております。 

 それでは、通告の順に従い、市長と教育長に質問を

します。 

 質問の第１は、総合防災公園の建設見直し問題につ

いてであります。 

 １点目は、さきの６月定例会の答弁で、復興交付金

18億円の枠内で避難路及び緊急避難場所を整備すると

していますが、国との協議が整ったのか、その協議状

況についてお示ししていただきたいのであります。 

 ２点目は、福祉の村までの園路及び多目的広場につ

いての検討状況を示していただきたい。 

 ３点目は、ボーリング調査は終了したとのことであ

りますが、調査結果について示していただきたい。ま

た、調査の結果を受けて、計画や事業費に変更が生じ

ているのかどうか、お聞かせください。 

 ４点目は、さきの市長選挙において、総合防災公園

建設の見直しが民意として示されました。見直しの結

果が出た中で、当初計画どおり建設せよとの動きもあ

ると聞き及んでいますが、市としてどのように捉えて

いるのかお尋ねをいたします。 

 ５点目は、総合防災公園建設見直しに係る議会への

具体的説明の時期についてお聞かせいただきたい。 

 質問の第２は、公契約条例の制定についてでありま

す。 

 岩手県では、来年２月県議会に「岩手県の契約に関

する条例」、これは仮称でありますが、いわゆる公契

約条例の提案を予定しています。市長は、さきの９月

定例会の答弁で、県の動向を見ながら並行して検討を

進めると答弁しています。現在の取り組み状況につい

てお聞かせをいただきたい。 

 質問の第３は、行財政改革についてであります。 

 唐突な公民館の指定管理の提案は、議会も関係住民

を驚き、激震が走りました。なぜ、社会教育事業が委

託なのか、委託先への説明会では異論が続出、再検討

しますということで、この12月議会には提案しないと

の説明がありました。 

 新市長になって、行政改革の方針に変化があるのか、

改めて行政改革に対する基本的な考え方について問う

ものであります。お聞かせください。 

 質問の第４は、子供の医療費助成の拡充についてで

あります。 

 現物給付を求める運動は、子供の医療費助成制度拡

充を求める岩手の会、通称、子ども医療費岩手の会を

中心に、県民運動が広がり県内17市町村議会が現物給

付を求める意見書を採択しました。９月議会では、つ

いに知事は「市町村と協議する」と答弁をいたしまし

た。岩手県市長会でも、10月17日に子供の医療費の中

学生までの拡充と現物給付化を求める提言を知事に行

っていることはご案内のとおりであります。 

 さらに朗報は、子ども医療費岩手の会がこの12月県

議会に請願しましたが、全会派から紹介議員になって

いただいたことであり、採択される可能性が高くなっ

たのではないかと思われます。 

 そこで質問でありますが、県との協議の促進を図り、

来年４月からの実施に向け 大限努力をはらうべきだ

と思いますが、お考えをお聞かせください。 

 質問の第５は、改正介護保険法による新総合事業へ

の移行についてであります。 

 改正介護保険法による介護予防・日常生活支援総合
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事業、いわゆる新総合事業への移行に当たって、施行

猶予期間が２年あります。そこで、拙速に移行せずに

十分な準備期間を確保しながら、利用者や事業者への

丁寧な情報提供と意見を聴く機会をつくり、理解と合

意を得ていくことが必要と思いますが、お聞かせくだ

さい。 

 質問の第６は、国民健康保険事業についてでありま

す。 

 国民健康保険法第１条は、この法の目的では、「こ

の法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、

もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを

目的とする」とうたっています。これは、憲法25条の

生存権規定を具現化したものとして評価できるもので

あります。 

 この目的から逸脱し、国保は相互扶助制度だとパン

フレットにうたい、保険料を支払った見返りに受診で

きるとしています。この考えは、病院にかかることを

商品とし、保険料という商品の対価を支払ったことに

対する見返りとしているわけであります。これは、医

療を商取引に矮小化していると言わざるを得ないので

あります。 

 生存権の具現化である受診権は、社会権の一つであ

り、お金を支払ったかどうかで権利が生まれるわけで

ありません。 

 短期被保険者証の交付は受診権の侵害であることか

ら、交付をとりやめるべきと考えますが、ご所見をお

聞かせください。 

 質問の第７は、米価下落対策についてであります。 

 安倍政権はこの２年間、米価を市場に丸投げし、米

価を下落させてきました。ＴＰＰ導入の地ならしとも

言われています。安倍首相は１月21日、スイス、ダボ

スで開かれた世界経済フォーラム年次会議で、「40年

以上続いてきた、米の減反を廃止します。民間企業が

障壁なく農業に参入し、つくりたい作物を、需給の人

為的コントロール抜きに作れる時代がやってきます」

と演説しました。事態は、安倍首相が言ったとおりに

展開しようとしています。 

 大企業のもうけを 大化するために、国境をとり払

うＴＰＰ参加への暴走に加え、農業を企業のビジネス

チャンスにするために農政改革に踏み出しました。そ

のねらいは、60キロ9,600円の米価に耐えられる企業

経営と大規模経営が農業の８割を担う構造づくりであ

ります。家族経営農業を否定し、生産調整や米政策、

経営所得対策、農地改革、農協・農業委員制度などを

総見直しするものであります。 

 攻めの農政改革で農民を攻め落とし、地域農業を根

底から破壊するものではないでしょうか。今こそ、家

族農業を締め出し、食料自給率を激減させる亡国農政

を許すな、やめるべきだの声を、市長も議会も、その

先頭に立って上げるべきではないでしょうか。 

 以下、５点について質問します。 

 １点目は、市内農家の農協への出荷数とその減収額

について。 

 ２点目は、市として、再生産を補償する対策を講じ

るべきであると思うがどうか。 

 ３点目は、減収対策として、越年資金を無利子融資

すべきではないか。 

 ４点目は、政府に対して、主食である米の需給安定

対策を求めるべきではないでしょうか。 

 ５点目は、ＴＰＰ合意がされれば、地域も農業も破

壊されてしまうことは明らかではないでしょうか。Ｔ

ＰＰ交渉からの撤退を求めるべきであります。ご所見

をお聞かせください。 

 後に教育長に質問いたします。 

 質問の第８は、市民プールの老朽化対策についてで

あります。 

 １点目は、市民プールの老朽化対策についてであり

ます。コンクリート等の劣化が進んでいますが、改修

計画はお持ちなのか、お尋ねします。この市民プール

は、確か昭和46年に建築されたものと認識しておりま

す。 

 ２点目は、市民プールの老朽化対策として、移転新

築を真剣に検討すべき課題ではないかということであ

ります。しかも、その移転先として、久慈小学校の周

辺を検討すべきではないかということであります。 

 これまで教育長の答弁は、久慈小学校へのプール建

設について、非常に消極的でありましたが、その転換

を図ることが求められていると思います。ご所見をお

聞かせください。 

 以上、８項目17点について質問しましたが、前進で

きる答弁を期待し、登壇しての質問を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  日本共産党久慈市議団代表、
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城内仲悦議員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、総合防災公園についてお答えをいたします。 

 これまで答弁で申し上げてきておりますとおり、国

の補助金である社会資本整備総合交付金復興枠を活用

し、必要 低限の一時避難場所となる多目的広場と、

夏井町大崎から旭町へと通じる避難道路となる園路を

整備することで、国とは協議を行い、現在、測量調査

及び実施設計を行っているところでございます。 

 次に、ボーリング調査につきましては、現地調査を

終え、現在、土質試験や解析業務を行っており、その

結果を踏まえ、対策工の検討を行い、その後において、

事業費の算定をする予定としているところであり、実

施設計の工期は３月末としております。 

 なお、当初計画どおり建設せよというご意見や事業

を廃止せよというご意見など、さまざまなご意見をい

ただいているところでありますが、被災を受け、今後

も被災が想定される地区に住む方々の市民の声や都市

計画決定・事業認可を得ていることなどの状況を総合

的に鑑み判断し、総合防災公園の見直しを進めてまい

ります。 

 また、建設見直しにかかる議会への説明についてで

ありますが、現計画は、都市計画決定や事業認可を終

えていることから、久慈市全体での防災機能を備えた

都市公園のあり方などを整理する必要があり、その基

本方針を都市計画マスタープランや緑の基本計画の中

でとりまとめることとしており、その作業を今年度か

ら平成28年度にかけて行い、都市計画決定などの変更

は、平成28年度以降を予定しております。 

 議会への説明は、今後とも時期を捉えて行ってまい

ります。 

 次に、公契約条例の制定についてお答えをいたしま

す。 

 岩手県では、「岩手県の契約に関する条例（仮

称）」の制定に向け、先月21日からの１カ月間、その

骨子案についてパブリックコメントを実施していると

伺っているところであります。 

 骨子案の概要は、総則として目的、基本理念、県の

責務、受注者及び下請け業者の責務などについて規定

し、また、個別事項として、基本理念の実現のための

法令順守、契約審議会の設置などを規定する理念型条

例となっております。 

 当市といたしましても、岩手県と同様の観点で検討

を進めていくこととしております。 

 次に、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、昨日の政和会代表、砂

川議員にお答えいたしましたとおり、限られた経営資

源で、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は不断の

取り組みが必要と考えております。 

 これまで、市政改革プログラムとして行政評価シス

テムの 適化や職員提案の実施をはじめ、歳入確保や

適正な歳出規模の維持などに取り組んできたところで

あります。 

 今後も行財政改革を継続的に実施するために、市政

改革プログラムや副市長の１人制、組織のスリム化な

ど、市政刷新アクションプランの中に位置づけ、まさ

に全庁、全職員が一丸となって市政の刷新に取り組む

とともに、市民の皆様と連携し、ご理解をいただきな

がら住民参加による市政運営、住民自治にも積極的に

取り組んでまいります。 

 次に、子供の医療費助成の拡充についてお答えをい

たします。 

 岩手県からは、人口減少対策や子育て支援の観点か

ら、子供の医療費助成の対象の拡大や現物給付化の意

向が示され、現在、実施に向けて、県及び県内市町村

などと協議を行っていると聞いているところでありま

す。 

 なお、実施に関しましては、その具体的内容や方法

などについて、県及び県内市町村との合意形成が必要

となることから、来年４月からの実施は困難な状況で

ありますが、早期の実施に向けて、引き続き積極的に

取り組んでまいります。 

 次に、改正介護保険法に新総合事業への移行につい

てでありますが、制度改正による新しい介護予防・日

常生活支援総合事業の内容は、地域の実情に応じて、

住民などの多様な主体が参画し、多様なサービスを充

実させることにより、地域の助け合い体制を推進し、

要支援者などに対する効率的な支援を行うことを目的

とするものであり、実施時期は平成27年４月とされて

おりますが、市町村が条例で定める場合は平成29年４

月まで猶予されることとなっております。 

 この場合の市町村とは保険者のことであり、当市の

場合は、久慈広域連合が条例を定めることとなります。 

 市といたしましては、高齢者の実態把握事業など、
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各種調査を実施してきたところであり、生活支援など

のニーズ把握を行うとともに、介護保険サービス事業

者をはじめとする関係機関との情報の共有化に努めて

いるところであります。 

 今後におきましては、移行時期などについて、久慈

広域連合と調整を図り、利用者や事業者などのご理解

をいただきながら円滑な移行となるよう取り組んでま

いります。 

 次に、国民健康保険事業についてお答えをいたしま

す。 

 短期被保険者証の交付につきましては、国民健康保

険法などの規定に基づいて、国民健康保険被保険者資

格証明書などの交付措置に関する要綱を定め、当該年

度分以外の保険税を滞納し、納付相談に応じない場合

や分納制約を誠実に履行しない場合などについて、通

常の被保険者証に代えて、有効期限を６月以内とする

被保険者証を交付しているところであります。 

 短期被保険者証の交付につきましては、滞納者個々

の状況把握や納税相談機会の確保などに有効な手段と

考えているところであり、今後におきましても、継続

して実施してまいります。 

 後に、米価下落対策についてお答えをいたします。 

 まず、市内農家の減収額についてでありますが、昨

日の政和会代表、畑中議員にお答えいたしましたとお

り、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。 

 次に、再生産を保障する対策についてでありますが、

米価下落の対策として、需給対策や価格保障制度など

の新たな対策を講じるよう、岩手県市長会を通じて、

国に対し要望したところであります。 

 生産費は、経営規模や品種により異なることから、

一律の支援は難しいと考えておりますが、市といたし

ましては、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

知及び加入促進を図ってまいります。 

 次に、越年資金の無利子融資についてでありますが、

昨日の政和会代表、畑中議員にお答えいたしましたと

おり、当面の資金繰り対策として、米の直接支払交付

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、さらに周知を図ってまいります。 

 次に、米の需給安定対策についてでありますが、国

の主導による過剰米の緊急隔離を実施するとともに、

稲作経営の安定化を図るため、総合的・継続的な需給

対策を講じるよう岩手県市長会などを通じて、国に対

し要望してきているところであります。 

 次に、ＴＰＰ交渉からの撤退についてでありますが、

ＴＰＰ協定による農林水産業や地域経済に及ぼす影響

を踏まえ、米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源作

物等の重要品目を関税撤廃の対象から除外すること、

また、国民に対し、交渉内容に関する徹底した情報開

示と明確な説明を行い、国民的議論を尽くすとともに、

国益を守り、我が国の繁栄につながるよう交渉を進め

ることを、全国市長会を通じ、国に対して要望してき

たところであります。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦議員

に対する私からの答弁を終わります。 

 失礼いたしました。７項、米価下落対策についてに

おいて、清風会と答弁すべきところを政和会と答弁い

たしました。まことに申しわけありません。訂正をお

願いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  日本共産党久慈市議団代表、

城内仲悦議員のご質問にお答えをいたします。 

 市民プールの老朽化対策についてでありますが、市

民総合プールにつきましては、これまでも必要に応じ

て修繕に努めてきたところであります。 

 今後、改修計画につきましては、公共施設等総合管

理計画の策定において、市の施設全体の改修計画の中

で検討してまいりたいと考えております。 

 また、現在のところ、移転新築については考えてい

ないところであります。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦議員

に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を許しま

す。17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  まず 初に、防災公園の建設

見直しの具体的な説明の時期についてのことですが、

全体的な計画は26年から28年度までにつくるというこ

とで、それはそれでいいんですが、私たちに説明して

きた見直し、そして今、ボーリング調査が終わって、
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実施設計に入ってきたんだと。そうすると、結局、当

初計画した買収面積も当然違ってきていると思うんで

すよ。補正予算で減額していますよね。そういった意

味では、当初計画はこうだったけども、結局見直した

結果、こうなったという説明はきちんとしてほしいん

です。 

 今、ボーリング調査が終わって詳細設計に入って、

実施設計に入ってきているという話ですので、基本的

にその時点にやっぱりきちんと議会に対してすべきで

はないでしょうか。お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今現在、復興枠、こちらの

予算でできる部分ということで、国のほうからも確認

しておりますけれども、復興枠で整備できる部分につ

いて、今、詳細設計をやっているというところでござ

います。 

 それにつきましては、全体計画の中から立成地区、

これを除いた区域の中で、今、いただいている復興枠、

こちらの予算内でできるところを、今、実施設計して

いるというところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  そうしますと、今、18億円と

いうお金が示されて、その枠が現実あるわけです。 

 そうすると、枠内でできる部分がこうだと。しかし、

できない部分が出ると。それについてはどうするかと

いうことについては、やはりきちんと議会に、私たち

に説明があってしかるべきだと思いますが、その辺の

枠内でやる部分と、今言った枠内で全部できないんだ

と、園路といいますか、福祉の村までの道路が枠内で

当然できないというふうに捉えているんですけど、そ

うすると枠外の部分については、どういった形でやる

のかについて、財源を含めて、やはり計画を示すべき

ではないでしょうか。お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  総合防災公園にかかわって

の質問でございます。 

 今現在、国と先ほど部長が説明いたしましたが、今

は18億円の部分でもって、いろいろ詳細設計等を進め

ております。今、そのほかに、国に対しては、議員さ

んおっしゃるように、それだけでは園路等ができない

のではないかというようなご心配があると思います。 

 その部分等を含めまして、国には復興交付金の増額

も、今、お願いしているところでございまして、まだ、

それについては、まだまだ時間がかかるような状況で

ございます。 

 それらも含めまして、時期を捉えて、議員の皆様方

にご説明する機会を設けたいと思っております。もう

少し時間をいただければと思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  時期を失することなくお願い

したいと思います。 

 次に、公契約条例ですが、県のやつは理念型条例だ

と。その方向で進めたいということですが、検討する

ということですけども、いつの時期を目指しているの

か。やっぱりいつまでにやると決めないと、なかなか

ずるずる行っちゃうので、県は２月県議会に出すんだ

と。そうすると、さっき市長が言ったような内容で出

してくると。そうすると、それを生かした形で市でも

検討したいということですので、私は並行して検討し

ていいと思うんです。そして、市の場合でも、パブリ

ックコメントする時期も、当然あってしかるべきだし、

そうすると、それらを含めたときにどのぐらいの時間

が必要になるかというあたりは、やっぱり着地点をど

こに置いていくのかという辺りを、この公契約条例は、

本当に地域の経済を支えていく上で必要なことですの

で、その着地点に向けて、どういうプロセスを考えて

いるのかお聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  県で進めております公契約条

例の提案でございますけども、現在、期間中になって

おりますパブリックコメント、これがどういったもの

が寄せられるかという中身も見ていきたいと思ってお

りますし、２月議会予定されているということでござ

いますが、県議会での質疑等のやり取りについても、

その状況、推移を見守った上でというふうに考えてお

ります。 

 時期的には、県の条例の取り扱いがどうなるか、そ

の動きを見ながら、遅くない時期にこちらでも検討を

進めてまいりたいというふうに考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  遅くない時期っていうのは、

当然３月議会までなのか、６月なのか９月あたりを考
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えているのか。できれば思いをお聞かせいただきたい

と思います。 

 次に、行政改革についてですが、冒頭述べましたと

おり、以前の答弁では、例えば公民館の管理委託につ

いては、集中改革プランにおいて、公民館とか図書館

は直営する施設と位置づけると。その方針が、市長が

当選をして何ら説明も、私たちの知らないうちに突如、

先立って公民館の指定管理の話が出てきた経過がある

わけです。 

 その間、やっぱり確かにスリム化とか何かあるんで

すけども、そういう集中改革プランにおいて、公民館

とか図書館は直営でやるんだということをずっと私た

ちに示したきたわけです。 

 それが、市長が変わったから変わってもいいんだと

いうことになるかもしれませんけど、しかし、そうい

ったことはもっと丁寧にすべきじゃないでしょうか。

しかも、社会教育の問題というのはやっぱり、私ども、

何回か反論したり、方向性を示してきたわけです。そ

ういう意味で、本当に、ただ委託化すればいいんじゃ

なくて、中身的に、やっぱり社会教育のことについて、

もっと吟味・検討して、しかるべき問題だと私は思う

んです。 

 ここに国立市社会教育中核都市の公民館の基本的扱

い方という計画があって、かなり吟味していますよ、

ここは。だから、そういう社会教育のあり方をしっか

り検討・吟味しないままどこでなったのか。教育長が

変わったからそうなったのかということになると、そ

れじゃ、やっぱり行政として人が変わればどうにでも

なるんだということじゃないと思うんです。 

 例えば、これは社会教育の職員の場合は、教育に係

る公務労働者であることを意識することが必要じゃな

いでしょうかとか、公民館は住民の学ぶ権利を保障す

る教育の場だからとか、それから、地域課題や市民の

学習要求が多様化している、さまざまな要求をきちん

と把握し、個々の問題を的確に判断し、学習機会を提

供していく必要があると、そのために、職員みずから

が幅広い視野をもって情報を集積し、分析し、事業を

企画運営する、そういう力を求めているんだという形

で、いわゆる社会教育に携わる職員の資質、そういう

のもきちんと、こういう職員じゃなきゃだめなんだと

いうことをやっぱりうたっているんです。 

 そういった意味で、これまで久慈市が社会教育その

ものに対して、どういった人事配置等をしてきたのか

を含めて、再検討しながら、どこをどうすれば本来の

社会教育がもっと豊かになっていくかというプロセス

がこの間、見えていなんです。やっぱりそこを議会に

も示しながら、あるいは必要な社会教育なりにしたい

わけですから、その場でどのような審議の過程があっ

たのかも示されないまま突如出すというのは、やっぱ

り私はやり方として拙速だというふうに思うんですが、

改革を進めることは必要ですけども、しかし、進め方

について、もう少し吟味・検討が必要じゃないかとい

うふうに思うんですが、お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  大川目公民館の指定管理に

かかわって、早急過ぎるんではないかというご質問で

ございます。 

 指定管理については、私が教育次長のときに、当時

の教育長から指示を受けまして、この公民館の指定管

理について検討しろということで、当時の教育長と、

それから市長と３人で相談して、指定管理の方向性に

ついて、ある一定の考え方を共有したところでござい

ました。 

 それらを受けて事務方に、今、議員さんが心配され

ているような点について、理論武装しろと。理論展開、

どういうふうな社会教育の振興も含めて、それから、

地域づくりのあり方等について、この指定管理の考え

方を基本として、理論武装するようにという支持をし

たのが６年ほど前でございます。 

 その後、人事異動等がございまして、また、新たな

教育長が就任しまして、そのときの事務方の結論は、

時期尚早、現行のままで進めたいという結論でまいっ

たものでございまして、そして、このたび遠藤市長が

就任しまして、住民自治をしっかりと進めていきたい

という思い、それと、あと地区から地域では３年前か

ら指定管理を受けて地域づくりを、公民館を軸に進め

ていきたいんだというお話等があったところでござい

まして、それを受けまして私どもは、地域がそういう

希望を持っているのであれば、それはもう早めにでき

るのであればやったほうがいいだろうということで、

教育委員会とも相談し、大川目公民館について、モデ

ル地区になるように地域と相談してやっていきましょ

うということで進めたわけでございます。 

 そうした中で、地区の住民説明会をやりましたが、
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地域の皆様方には浸透してなかったという部分等がご

ざいまして、 終的にはもう少し丁寧に説明をしてや

っていこうということで、今現在に至っているもので

ございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  城内議員に申し上げますが、

このあとの山口議員、それから梶谷議員が地区公民館、

管理運営、指定管理等に関しての項目を設けておりま

すので、若干控え目にひとつお願いしたいと思います。 

○17番（城内仲悦君）  今、副市長から答弁があった

ところですけども、結局、その説明会では、今、言っ

たように、地域全体のものに全然なってなかった。初

めて聞いた人が結構多かったんです。 

 そういった一部の人があったということですから、

全議員の方々も全く知らないでいたという状況も、こ

の間も懇談しましたらありましたし、捉え方として、

呼び水があったからすぐ乗るんじゃなくて、提案する

前に、私たちに提案して、もうちょっとみずから現場

に入って、それから、やっぱり動くのが順序じゃない

でしょうか。 

 議会に説明して、その後、現場に入ったと。しかし、

現場に入ったらいろんな反対が出て、再検討も必要だ

ということで、あなた方は再検討しますって帰ってき

たんですよね。 

 まさに行政として、こういうやり方はいけないと思

いますよ。だから、議会に説明すればいいっていうん

じゃなくて、議会に説明する前に、まず住民に私はこ

う思っている、こういう声があったがどうかという形

で先に入って、やっぱり住民の声を聞くべきだという

ふうに私は思いますし、ぜひ、これは何を進めるにし

ても上から決めるんじゃなくて、やっぱりそういうプ

ロセスできちんと私は進めるべきだと思うんですが、

そのやり方について、私は反省していただきたいんで

す。いかがですか。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの点でございますけ

ども、こちらでは、大川目地区では町内会として理解

が進んでいるものというふうに地元の皆様からお聞き

しておりましたし、まちづくり協議会の皆様からも、

かねてから取り組んできている、ぜひ、住民自治の観

点からも、社会教育という観点だけではなくて、大川

目の地域づくりと、大川目の諸課題、少子化あるいは

高齢化等を含めて幅広く自分たちは取り組んでいきた

いというふうなお話をお伺いしておりましたので、そ

こまでの熟度が高まっているのであればということで、

議員の皆様にもご説明した上で入ったわけでございま

す。 

 結果といたしましては、地元の説明会で反対のご意

見がたくさん出たということで、こちらで、市として

認識しておりました地元の理解、これが想定どおりは

進んでいなかったということを再確認いたしましたの

で、これについてはお詫びを申し上げたいと思います。 

 これから改めて地元の皆様と一緒に考えて、どうい

うふうにしていくべきか、取り組んでいくべきかとい

うことを考えていきたいと思っております。 

 ただ、今、流れといたしましては、市役所が全て決

めて、市の職員が仕事を進めると。その上での地元の

皆様の側面支援をいただくということではなくて、地

元の課題、地域の問題、こういったものについては、

まさに、住民自治の観点から積極的にご参加いただき、

市も一緒になって考えながら、予算措置を含めて一緒

に動いていくと、そういう時代であるというふうには

考えております。 

 ただ、まだそこまでのご理解いただいていないとい

うのは確認できましたので、これから講師等を呼んだ

上で、他市町村の先進事例等の取り組みについて勉強

する。これは地元の皆様と市の職員一緒になってどう

あるべきかというふうに考え上で、熟度が高まった時

点でその後どうするかを考えていくというふうに進め

てまいりたいと考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  いずれ、慎重な取り組みをし

ていただきたいというふうに思います。 

 次に、子供の医療費の関係の現物支給、これは東北

では、あと残っているのは岩手県ぐらい、そんなもの

しか残っていないです。ほかは東北６県、ほとんどや

っている状況なんです。 

 市長、早期というふうなお話だったんですが、４月

実施が無理だというふうな言い方で、ただ早期だとい

うふうに言っていますが、ぜひこれは、県も当然、今、

言ったように、このままでいきますと12月定例会で請

願が採択になるだろうし、そうしますと、市町村と協

議するという答弁も９月議会に出ている。そういった

中で、積極的にやっぱり市のほうからぜひやりましょ
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うというアプローチをすべきだと思うんです。待ちじ

ゃなくて。 

 そして今、何千人、何万人という署名が集まって県

に届いているわけですから、やっぱり誘導する会が頑

張って署名を集めている状況にあるわけで、そこを早

期にやりましょうというアプローチを市のほうからき

ちんと挙げるべきだと思いますが、どうですか。 

○副議長（下舘祥二君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  子供の医療費の関係

でございます。 

 現在、東北で償還払いになっているのは岩手県だけ

でございます。それで、先ほどお話のありましたとお

り、県議会の知事答弁等を受けまして、現物給付等に

ついて市町村と協議していくということでございまし

て、去る11月14日に、医療費助成の市町村担当課長意

見交換会が開かれておりまして、そこで、県のほうか

らいろいろ考え方が示されておりまして、少子化、人

口減少対策、それから、子育て支援対策というふうな

ことで、乳幼児と妊産婦について現物給付化していき

ましょうということです。 

 ただ、全てをやるとなると、これはご承知のとおり、

国庫負担金等、国保に対する療養費負担金等の減額、

いわゆるペナルティ措置がございます。それが全県で

すと、全ての医療費ですと７億3,000万円ほどの減額

が見込まれるということでございまして、これをカ

バーするのは非常に困難だということで、人口減少対

策、それから子育て支援ということで、乳幼児と妊産

婦について、とりあえず現物給付化していきましょう

というふうな考え方が示されております。 

 それを受けまして、アンケート調査等も行われてお

りまして、久慈市とすれば、県もそうですけども、県

内統一して実施しましょうと。統一しなければ、医療

機関等が困って、あるいは国保連等の関係もございま

すので、いずれ統一した考え方でやりましょうという

ふうなことで現在進んでおりまして、久慈市も県内統

一してやれば参加しますというふうなことで、積極的

な姿勢は見せているところでございます。 

 ただ、いわゆるペナルティー措置がありますし、そ

れから、このペナルティー措置の緩和措置として、一

つ県が示したのは、現在、県の乳幼児の医療費助成制

度は就学前までですけども、それを拡大すると。小学

生の入院まで拡大しますというふうなことで、それを

導入して補助金を市町村に出すという考え方も示され

ておりますけども、市町村によって、かえって持ち出

しが増えるとか、そういったところもございまして、

まだ、県内で統一してやりましょうというような合意

形成が図られていないところでございます。 

 従いまして、今後とも、先ほど市長から答弁を申し

上げたとおりでありますけども、久慈市としては、ぜ

ひやっていきたいというスタンスでございますので、

いろいろそういった部分で県内の市町村等、あるいは

県といろいろ協議を進めてまいりたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  ぜひ、国に対しては、子育て

支援の対策なのにペナルティというのはとんでもない

話ですから、そういうことをなくせという声を挙げる

べきだと思います。これは非常に問題です。 

 せっかくいいことをやろうとしているのに、子育て

支援するときに、国に言っているのになぜペナルティ

するのかということを、やっぱりきちんと言っていく

べきだと思いますので、早期にいずれまとめて実施し

ていただきたいと思います。 

 次に、介護保険です。今、市長から２年間の猶予期

間があるんだということでありました。基本的なこと

をお聞きしたいんですが、保険給付との事業の違い、

本人から見たらどう違いますか。保健給付と事業。例

えば、保険給付と地域支援事業といった場合に、私の

権利がどう変わりますか。教えてください。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  保険給付と今回の事

業の違いということでございますか。 

〔発言する者あり〕 

○健康福祉部長（和野一彦君）  これは、高齢化と人

口減少が進んでも維持できる医療や介護制度を目指す

ものとされておりますが、介護保険では、収入の多い

方の自己負担割合が１割から２割に引き上げられ、特

別養護老人ホームの入所要件も変更になるものでござ

います。 

 また、要支援１、２のいわゆる軽度者サービスの一

部を保険給付から市町村の事務に移し、ＮＰＯ団体や

ボランティアを活用し、その費用の抑制を図るという

ものとされております。 
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 市としては、できるだけ要介護にならないように、

介護予防事業に力を入れるとともに、地域包括ケアシ

ステムの構築を図り、できるだけ住み慣れた地域で暮

らすことができるように、医療、介護、予防、住まい、

生活支援が相互に連携し、支援していくことを目指し

ていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  結局こういうことです。保険

給付というのは、介護保険制度の中で、要介護、要支

援として認定されると保険給付を受けます。そうすれ

ば、保険給付の中だと受給権というのが発生します。 

 ところが保険事業というのは市町村に行っちゃいま

す。そうすると、事業になりますと、保険上の受給権

がなくなるんです。そうでしょう、外すから。事業と

いうのは介護保険から外すでしょう。 

 したがって、例えば本人が今まで介護保険料を払っ

ていても、事業になっちゃうと、保険料を払っても受

給権は出ないんです。受給権が出ないということは、

保険給付の対象になる場合はサービスの法令により基

準が決まっています、こういうふうにしなさい。今言

ったように、市町村に移されれば、今後、行き先はボ

ランティアでやりなさいとまで厚生省は言っています。

支援に携わる人の資格もなくてもいいんだと言ってい

ます。 

 そうすると、事業にすると、中身が基準がなくて市

町村がやってもやらなくてもいいということになっち

ゃったんです。 

 今、やりますと答えたけども、そういう保険給付と

事業にいった場合の差が出てくるわけです。保険給付

だと受給権というのがあって、保険料払っていますか

らそれがあるんだけども、事業に移っちゃうと、市町

村が私たちは予算が足らないからやらなければやらな

くていいということになっちゃいますよということな

んです。 

 したがって、私は２年間の猶予の中で、国はガイド

ラインを出しています。ガイドラインが出てくると、

市町村がそれにならって、やりたがってやるわけです

けど、しかし、その２年間の中でどういう事業をやっ

ていくのか。どういうふうにしていくのかということ

について、やっぱり２年間かけて関係者に住民にきち

んと説明していくということが必要だと思うんです。

そうしないと、ただ移り変わっただけで、本人たちの

知らないうちに大変だということになっちゃいますの

で、この猶予期間を活用して、中身について、きちん

と知らせていく必要があるんじゃないかというふうに

思うんですが。 

 今言った基本的な認識が全然違うと対応が違ってき

ますので、市町村でやるのは事業ですから、そうする

と、介護保険の制度から離れちゃうという状況ですの

で、離れた中で市がちゃんとやる、あるいは広域連合

が、さっき条例関係は広域連合という話がありました

が、２年間の猶予を条例化するのかどうかも含めて、

私はきちんとして、拙速に27年４月１日からやるじゃ

なくて、やっぱり28年、29年まできちんと時間をかけ

てやった上でスタートするんだというあたりが私は必

要だと思うんですが。 

 ぜひ、この点もやっぱり拙速にやらず、そういう猶

予期間もあるわけですので、ちゃんと生かしていくべ

きだと思いますがいかがですか。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  久慈広域連合が条例

化するわけでありますが、久慈広域連合では、来年の

２月の議会で条例を提案予定というふうに伺っており

ます。 

 また、市として今後予定しているものは、来年１月

からサービス事業者連絡会を開催いたしまして、新し

い新制度に向けて情報交換や具体的な事業について、

話し合いを行いながら実施していくということにして

おりますので、ご理解をお願いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  教育長、プールの問題でござ

います。 

 先ほど私申し上げましたが、プールは昭和46年８月

に竣工ですね。山内堯文さん時代の建物でした。しか

も、あの土地は当時寄附されてつくったようです。も

う一つ言いますと、財団法人日本水泳連盟というのが

ありますが、公認さいという看板があって5087という

番号があって、1997年３月７日までなんです。あの

プールは公認が切れてから17年経過しているんです。

ご存じでしたか。お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  今の件については、私は承

知しておりませんでした。 
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○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  ぜひ、現場を見てほしいんで

す。43年経過している。私から言えば骨董品です。確

かに、水漏れ等修理した経過があるわけですけども、

非常に、環境的に古い、入って泳ぎたいという気分に

なりません。子供たちの夢をそぐようなプールです。 

 実際は、久慈小学校の学童みつばちがあるんですが、

夏休み１週間行っています。子供たちは水と遊びたい

と一心に行くわけです。しかし、ペンキがはがれ、総

合プールという看板が今にも倒れそうで薄くなってい

て、幽霊屋敷とは言いませんけど、本当にあれが久慈

市の施設なのかと。皆さんもぜひ行って見てほしいん

です。やっぱり見て議論しないと話にならない。 

 今言ったように、教育長に確認したら、そういう43

年経過して日本水泳連盟の公認も切れて17年経過して

いると。したがって、公式な大会も当然できないわけ

です。 

 これは今後、公共施設計画の中で考えるというふう

な答弁があったんですが、そういう実態を認識した上

で、ぜひとも改修計画をつくっていただきたいという

ふうに思うんですが、こういう事態を認識した上でも

改修計画をつくりたいと思わないでしょうか。お聞か

せください。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  先ほど申し上げました承知

していませんでしたというのは、いわゆる公認のこと

でございます。 

 プールの完成時期については、昭和46年８月という

ことで、41年経過しているというのは承知しておりま

す。 

 プールの基本的な考え方でございますが、いろんな

考え方はあろうかというふうに思うんですけども、私

も今の市民プールは何度か行って見ておりますし、大

会も実際に見ております。50メートルの競泳等も夏は

やっておりましたし、大人も出ておりました。また、

八戸からも来ていらして大会等を開催しておりました。 

 プールについての基本的な考え方ですが、大体、

プールは学校を基本としてつくられてきたというのが

全国的なことであろうとは思います。それは、やはり

プールを使うのは主として子供たちだったと、あるい

は若者だったということが大きな要因だったと思いま

すが、 近は、やはり高齢化に伴いまして、プールの

利用はかなり高齢の人にも広がっており、まさに高齢

者が健康のために水の中のほうがいいということで、

プールを利用することも増えてきております。 

 そういう中では、プールというのは、夏場の子ども

の遊びだったり、あるいは体育だけではなくて、ある

程度長い期間使えるものが、今後は望ましいだろうと

いうふうに思います。そういうことになりますと、温

水プールになっていくんじゃないかと思いますけど、

久慈には、福祉の村に立派な温水プールがありますし、

まだまだ多くの方が利用できる余裕もございます。そ

ういうものを活用するのが今は一番かと思いますし、

長い目で見るならば、やはりそういう長期間使える

プールを今後は考えていかなきゃならない。特に、こ

の久慈市においては、夏は冷涼だということからそう

いうことかと思っております。 

 ただ、プール建設となりますと、当然何億円かのお

金がかかる、温水プールになりますともっとかかるだ

ろうということになると思います。そういう意味では、

久慈市にはまだまだいろいろ不足しているスポーツ施

設等ございますので、そういうことを総合的に勘案し

ながら、何が久慈市民にとって一番必要かということ

をやっぱり検討していくことになろうかと思います。

もちろん、その中にはプールも入ってくるかもしれま

せんが、総合的に考えていく必要があろうかというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  時間ないですが、そこで、今

高齢者も使っているんだということです。 

 今の福祉の村の温水プールだって、経過がたってい

けば古くなってきますから、そういった意味でも未来

永劫じゃないわけです。 

 そういった意味で、私はなぜ久慈小学校周辺と言っ

ているかというのは、久慈小学校はないんです、あの

周辺に。長小にもあるし、地区プールがあって、皆近

くにあります。やっぱりあそこの周辺にあるというこ

とは、久慈小学校の生徒が、子供のときでないと泳ぎ

は学べません。中学校になってからでは遅いんです。

先生、それはご承知だと思います。小学校の生徒だと

すぐ泳げます。 

 そういった意味では、本当に一番大きい久慈小学校

にプールがないというのは、私はずっと思っていたん
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ですが、ぜひこれは検討していただきたいし、今言っ

たように、ずっと使えるというのは、それは温水プー

ルでもいいと思います。金がかかったって、長い間使

えるというのはいいわけですから。 

 そういった意味では、本当にあの地区に、久慈小学

校の子供たちが自由に使えて、そして、やっぱり地域

の人たちも使えるし、お年寄りも使えるという、そう

いうプールを地域につくっていく計画を、私は真剣に

検討してほしいと思います。 

 先ほど移転を考えてないという話だったと思います

が、今の場所は、私はやっぱりふさわしい場所じゃな

いと思います。津波も来るし、堤防の上から来ますし、

そういった場所ですので、そういった意味では、久慈

小学校の周辺というのは災害も少ないし、住環境、住

宅もあるし、今の地点だと、田んぼもあるし、用地も

確保できるしということで、そういった意味では、計

画的に用地も確保しておいて、将来、そういう計画を

つくっていただきたいんですが、再度お聞かせくださ

い。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  城内議員からプールの利用

価値といいますか、そういうものについてお聞きしま

した。 

 いずれ、先ほど申し上げましたように、多額の費用

がかかるものですから、当然、先ほど申し上げました

ように、今後のいろんな施設を総合的に考える中で、

市長部局と相談しながら検討してまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  関連質問をします。 

 初に、公契約条例の問題について、９月議会で私

質問した際に、市長は、公契約条例は一般に市が締結

する工事請負、委託業務等の公契約のもとで働く方々

の労働条件の確保をねらいとしたものであるという条

例のねらい、目的について触れられました。全くその

とおりだと思うんです。 

 そこで、いわゆる公契約条例の制定について、早期

にやりたいという表明をされました。それは大変大事

なことであります。 

 同時に、この条例のねらい、目的は、やっぱり労働

条件の確保、条件の向上にあるわけです。そういう点

では、やっぱり理念型条例にとどまると、賃金条項が

抜けてしまう懸念があるわけです。いわゆる先進例の

公契約条例では、賃金条項では、設計労務単価の９割

は支払いましょうというのが、大体、先進例の共通の

条項なんです。やっぱりそれについてもこれから検討

されると思うんですが、賃金条項についても含めて、

検討されるべきだと。そうでなければ、まさに画竜点

睛を欠くことになると思うんですが、いかがでしょう。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  公契約条例の制定に関し

てのご質問でございました。 

 理念型条例でなく、労働条件の確保等を含めた賃金

条項に設計単価の９割というような定め方をしている

市町村もあるということでございます。それにつきま

しては、私どもも承知はしております。 

 市長から答弁申し上げましたとおり、岩手県と同様

な観点でということで、遅くない時期に検討していき

ますということでございまして、市長がおっしゃいま

したように、今、意見の募集をしております。パブリ

ックコメントをやっておりますし、その状況、それか

ら、県議会での議論の状況、そういったものを踏まえ

ながら、また、県が制定になった場合、県内の各市町

村の動きというのも見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。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  せっかく制定に向けて努力

されるわけですから、賃金条項についても、ぜひ検討

の中に入れていただきたいということ。 

 次に、行財政改革について。昨日来、いろいろ出て

います。歳入に見合った歳出、あるいは選択と集中と、

いろいろ出ています。 

 そこで私は、この問題で自治体の使命、役割。何と

いっても、住民の命、暮らし、権利を守るというのは

やっぱり自治体の 大の使命、役割だと思うんです。

そういう点を踏まえた上で、やっぱり将来像、例えば、

５年後の久慈市はどうあるんだと、こういう姿だとい

う将来像と、それに近づく実行計画、プラン、これを

全体像を明らかにして、その際に職員はもとより市民

からもいろいろご意見、ご相談を持ち上げて、市役所

内外の英知を集めて結集してつくっていくということ

が、基本的なあり方として、考え方として、先ほど来、
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公民館の問題や道路行政の問題も出ましたけども、

個々の問題もさることながら、全体像を明らかにして、

その実行プランも含めて、庁内外で英知を集めて結集

して取り組んでいくという基本的な姿勢が大事だと思

うんですが、市長、いかがですか。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  今、ご指摘がございましたよ

うに、スポットの課題をどうするかということではな

くて、久慈市の財政ということになりますと、全体を

どうするのかと。あとは、将来的にどうするのかとい

うふうな観点がぜひとも必要だと思っております。 

 新しい総合計画もこれから策定作業に入る、今年度

から来年度にかけて、時間をかけて市民の皆様の声も

幅広くお聞きしながら、久慈市の将来像をしっかりつ

くっていかなければならないと思っております。総合

計画の中のさまざまな事業、これについても財源の見

通しをセットでつくっていかなければなりませんので、

今のご指摘のような観点から、幅広いご意見をいただ

いて、総合的なトータルのプランをつくる必要がある

というふうに考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  市長、財政問題にも触れま

したので、財政問題でも、私はなかなか大変な中での

財政改革も厳しいものがあろうかと思うんですが、そ

の際、やっぱり財政が厳しいとサービスは減らす、負

担は重くするという暗い計画ではだめなんです。そう

いうのだったら誰だってできる。そうじゃなくて、や

っぱりここはカットすべきでもここはメリハリをつけ

て、そして市民にも元気を与える。やっぱり暗い計画

じゃなくて、元気の出る明るい計画にしなくちゃだめ

だと思うんです。 

 その際、やっぱり財政の現状と見通し、その計算根

拠、これらもオープンにして、全体の議論にして、元

気の出る明るい計画にしていくということでないと、

負担は増える、サービスは減るという暗い計画にして

はだめだと思うんですが、いかがでしょう。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  かねてからお話をしておりま

すが、野球場建設を含む総合運動公園の整備計画もつ

くっていかなければならないと、進めていこうと思っ

ております。 

 復興道路の完成を見越した大規模な道の駅等、そう

いったものもしっかりと計画の中に入れていきたいと

思っております。そのためには、やはり市民の皆様に

ご負担いただくところはしっかりとつくっていかない

と財源問題がやっぱり出てまいります。 

 全てを一律にカットして収縮していく、気持ちも縮

まっていく、気分が暗くなると、そういう計画ではな

らないというふうには思っておりますが、現実には、

かなりの痛みもご負担いただかなければいけないと思

っておりますので、それは、当然お話のように、やっ

ぱり若い方については夢と希望を持てる、ただ、状況

としては、そんな楽観は許されないということがござ

いますので、そこだけはご理解をいたただきたいと思

っております。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  その際、やっぱり地域力を

どうつけるかという問題も大事だと思うんです。そう

いう点では、地域の循環経済型といいますか、地域で

投資するお金が回るような、そういう産業政策、そう

いう構築も大事だと思うんですが、併せて検討いただ

きたいと思います。 

 次に、子供の医療費の助成の拡充についてお聞かせ

ください。 

 答弁があったところですが、県としても現物給付と

対象年齢の拡大をやりたいんだというのは大変結構な

ことです。そこで、現物給付と同時に対象年齢の課題、

中学生までというのもありますけども、今は就学前に

とどまっているわけでしょう。これが、例えば、せめ

て小学生までになる、あるいは中学生までになればい

いわけだけども、県の施策としてそれがなれば、今現

在、久慈市がやっている中学生まで２分の１、これも

５割から10割まで、実施できる条件が開かれると思う

んです。 

 そういう点では、やっぱり現物給付と同時に対象年

齢の拡大も、やっぱり県に対して強く働きかけて、何

としても早期に実現をしていただきたいと。その決意

を改めてお聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  先ほど申し上げまし

たとおり、今回、県で計画しているのは、小学生につ

いて、小学校卒業まで入院のみの拡大ということで、

入院だけです。通院までやるとなるとまた、先ほど言

いましたように、国庫支出金の減額措置が大きいとい



－111－ 

うことで、とても負担できないというふうなことで、

現在、入院までということで考えておるようでござい

ます。 

 現在、久慈市の場合は中学生まで拡大して、ことし

の10月から中学生まで拡大して医療費助成ということ

で、いわゆる窓口負担の２分の１を助成しております。

ただ、これをやるとなると、県の拡大した場合に、県

と若干制度が違う部分がございますので、県の助成を

受けられるかどうかというふうな部分については、ま

だはっきりしない部分がございます。いずれ、岩手県

市長会のほうでも、県の予算編成、あるいは27年度の

予算編成とかの提言で、子供の医療費助成拡充につい

てということで、対象年齢を中学生まで引き上げると

いうふうなことも要望しておりますので、久慈市とし

てもそういった方向で要望はしてまいりたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  次に、国保についてお聞か

せください。 

 短期保険者証の交付、これは９月１日現在で久慈市

は短期保険者証の交付世帯が624世帯、未交付世帯数

が153世帯、これは１カ月以上の未交付で、恐らく153

というのは留め置きでしょう。１カ月以上なんだけど

も、 大で何カ月留め置き、未交付になってるんです

か。 

○副議長（下舘祥二君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  確かに、９月１日現

在で３カ月被保険者証の未交付153ございます。これ

は、納付相談につきましては年４回、７月、10月、１

月、４月というふうなことでございまして、現在、留

め置き153あるわけですが、要するにまだ交付してい

ない分、まだ相談にいらしていない方については留め

置きしているような形になっていますが、これについ

ては、いずれ、個々の滞納なさっている方々の事情に

よって違いまして、いずれは保険証のない状態がない

ような形で、いずれは郵送するというふうなことにな

っております。留め置きについては、個々の、 大で

は３カ月です。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  滞納している状況、背景は、

個々具体的だと思うんですが、保険証が３カ月間ない

ということは、病院に行けないということなんです。

10割払わなくちゃできない。医療証か何か発行するん

ですか。 

 いずれにしても、病気になっても保険証がないとい

うことで我慢をする。その結果、病気の症状が悪化す

るというケースはありませんか。 

 それともう一つは、153世帯は世帯とすればどうい

う世帯になります。例えば、高校生までのいる世帯は

対象外とかありますよね。実際に納める能力があって

も納めていない世帯がこれなんですか。どういう世帯

か教えてください。 

○副議長（下舘祥二君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  短期証を留め置きさ

れて、病気が悪化したケースがあるかどうかというこ

とについては、私どものほうではまだ把握しておらな

い、そういった話は聞いておらないところでございま

す。 

 それから、短期証については、18歳未満高校生以下

の子供がいる世帯については、６カ月の短期証を交付

しているところでございます。 

 先ほど留め置きいたしました153世帯につきまして

は、主に単身世帯というふうに聞いているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  いわゆる国民健康保険法の

第１条、法の目的、「この法律は、国民健康保険事業

の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険

の向上に寄与することを目的とする」と、社会保障だ

ということを明確にうたっているんです。社会保障は、

病院に行くのを、医療権をお金で買うのではないとい

う性格じゃないんです。社会保障政策なんです。 

 ですから、やはり３カ月保険証がない状態、これは、

速やかに改めるべきだと思います。収納率の向上を言

いますよ。しかし、例えば、収納率があまり芳しくな

い、県内の大都市でもかつてはそれをやっておった。

ところが、それをやっても効果がないということでや

めているんです。 

 ですから、その辺も、少なくとも吟味、検討されて

しかるべきと思いますが、いかがですか。 

○副議長（下舘祥二君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  過去においては、盛
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岡市がそういった観点から大幅に短期証の交付を減ら

したというふうなことについては、私も承知しており

ます。 

 ただ、先ほど市長のほうからご答弁申し上げました

とおり、要するに資力があって、納税の担税力があり

ながら納税していない、滞納なさっている方につきま

しては、いずれ、個々の状況とか、世帯の状況とかい

ろいろ把握する必要がございまして、納税相談なり、

分納制約なりをしていただかないと、苦しいながらも

きちんと納税している方との整合性が取れないわけで

ございまして。 

 したがいまして、そういった滞納している方々との

接触をする機会を増やすという意味では、非常に重要

な制度、手段だというふうに私は考えておりますので、

いずれ、これを継続して実施してまいりたいというふ

うに考えております。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  現在の方法で堅持していく

ということなんだけども、それでは、少なくとも153

世帯の、あなた方はいわゆる担税能力があるかどうか

というのはわかる立場にあるわけですから、きちんと

お調べになって、実際に大変だという状況も把握をし

て、そうであれば、やっぱり速やかに対応するという

ことは、それこそ選択して対応できると思うんですが、

少なくともそれはやるべきじゃないですか。 

○副議長（下舘祥二君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  きめ細かな納税相談

等する際にも、その153世帯、まだ相談にいらしてな

い方等ございますので、そういった方々には接触する

ように努めて、状況把握には努めなければならないと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。この際、暫時休憩いたします。再開は２時50

分といたします。 

    午後２時35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２時50分   再開   

○副議長（下舘祥二君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、公明党、山口健一君。 

    〔公明党山口健一君登壇〕 

○９番（山口健一君）  第21回12月定例会に当たり、

当面する市政の諸課題について、市長並びに教育長に

一般質問を行います。 

 東日本大震災から、あすで３年９カ月になります。

復興も道半ばですが、１日も早く復興ができるよう望

むものであります。 

 それでは、通告に従い順次質問をいたします。 

 質問の第１は、消防団の団員確保についてでありま

す。 

 近年、大規模な災害が多発し、消防団の活躍が期待

されています。しかしながら、地域防災に重要な役割

を果たしてきた消防団の団員が、全国的に減少してい

ると聞きます。機能別消防団などを結成し、消防団の

強化に取り組んでいるところもありますが、当市の現

状と対策をどのように考えているのかお伺いいたしま

す。 

 ２番目は、仮設住宅についてであります。 

 現在、仮設住宅の入居状況について。また、県では、

退去後の仮設住宅について、市町村で要望があれば柔

軟に対応すると聞きます。そこで、市としての活用策

をどのように考えているのかお伺いいたします。 

 ３番目は、ふるさと納税についてであります。 

 今年度から、ふるさと納税寄付者への特典が設けら

れました。現在までの納付状況についてお伺いいたし

ます。 

 ４番目は、市民バスについてであります。 

 市民バスの利用客が減少傾向にあると聞きます。そ

こで、利用状況の推移について。また、今後の運行方

針についてどのように考えているのかお伺いいたしま

す。 

 ５番目は、交通安全対策についてであります。 

 近年、高齢者による交通事故が増加傾向にあります。

対策をどのように考えているのか。また、久慈地区は

飲酒運転の検挙者が常にワースト上位で、抜本的な対

策が必要ではないかと思います。取り組み方について

お伺いいたします。 

 ６番目は、消費者行政についてであります。 

 近、高齢者や未成年者が、消費者トラブルに巻き

込まれるケースが増加していると聞きます。消費者教

育の推進に関する法律が2012年に施行されており、市

町村において消費者教育推進計画が努力義務とされて
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います。当市の消費者トラブルの現状と対応策をどの

ように考えているのかお伺いいたします。 

 ７番目は、福祉行政について３点お尋ねいたします。 

 １点目は、福祉灯油についてであります。今冬も県

の補助があり、当市でも福祉灯油等購入費助成事業を

実施するようですが、支給方法について、地域活性化

を図るためにも商品券等の支給にすべきと思いますが

考え方についてお伺いいたします。 

 ２点目は、老人クラブの補助金の拡大についてであ

ります。当市では、老人クラブの会員数により補助金

を出しています。老人クラブは地域の活性化には欠か

せない存在であります。クラブの運営には、大変苦慮

していると聞きます。補助金の拡大を求める声もあり

ますが、当市の考え方についてお伺いいたします。 

 ３点目は、高齢者ボランティアポイント制度につい

てであります。高齢者が地域ボランティアに従事する

ことで、高齢者の社会参加や地域貢献を促すとともに

高齢者自身の介護予防にもつながるとし、ボランティ

アポイント制度を導入している自治体も多くなってき

ています。当市の考え方についてお伺いいたします。 

 ８番目は、産業行政について３点お尋ねいたします。 

 １点目は、薪ストーブの補助についてであります。

本年から薪ストーブのほかに薪割り機械の補助も始ま

りました。現在までの利用状況についてお伺いいたし

ます。 

 ２点目は、さけ種苗生産施設整備についてでありま

す。大川目地区に予定されているさけ種苗生産施設の

整備が進んでおりませんが、整備の進捗状況について

お伺いいたします。 

 ３点目は、緊急雇用創出事業についてであります。

ご存じのように、緊急雇用創出事業は県の事業で行わ

れており、離職者には大変喜ばれています。しかしな

がら、この事業も今年度で終了するとしています。来

年度の事業の見通しについてお伺いいたします。 

 ９番目は、建設行政について３点お尋ねいたします。 

 １点目は、国道281号歩道整備についてであります。

国道281号生出町地区の歩道の未整備区間は、地権者

の関係から整備が進んでいませんが、進捗状況につい

てお伺いいたします。 

 ２点目は、市道整備についてであります。市道生出

町線から林道を含めた大川目線の整備については、以

前から小久慈と大川目の議員が要望しています。なか

なか整備が進んでいないが、進捗状況についてお伺い

いたします。 

 ３点目は、公共下水道についてであります。公共下

水道は、現在、川貫地区を整備していますが、大川目

地区の公共下水道の見通しが見えない状況にあります。

早急に整備計画を示すべきと思いますが、今後の取り

組み方についてお伺いいたします。 

 後に、教育行政について３点お尋ねいたします。 

 １点目は、小学校の英語教育についてであります。

小学校での英語教育の充実が求められています。当市

ではどのように取り組んでいくのかお伺いいたします。 

 ２点目は、新野球場についてであります。新野球場

の建設については、運動公園構想の中で考えるとして

いますが、候補地の選定を今後どのように進めていく

のかお伺いいたします。 

 ３点目は、地区公民館の指定管理についてでありま

す。今回、大川目公民館の指定管理を断念しましたが、

地域住民への説明不足ではなかったかと思います。そ

こで、今後、地域住民の理解を得るため十分な説明が

求められると思いますが、取り組み方についてお伺い

いたします。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  公明党、山口健一議員のご質

問にお答えいたします。 

 初に、消防団員の確保対策についてお答えをいた

します。 

 当市の消防団員数でありますが、本年４月１日現在

の団員数は827名となっており、定数860名に対し充足

率96.2％となっております。平成18年の新市発足時の

806名から東日本大震災以降も増加しており、県内ト

ップクラスの充足率となっているところであります。 

 機能別消防団は、昼夜を限定した活動や災害種別に

応じて活動するなど、特定の活動ののみに参加し、消

防団活動を補完する役割が期待されておりますが、一

方では、一つの団の中に異なる役割や機能を有する団

員が併存することから、混乱が生じる恐れや全ての活

動に参加する団員、いわゆる基本団員の士気の低下を

招く恐れがあるとも言われております。 

 市といたしては、消防団及び各地域の皆様と連携を

図りながら、基本団員の確保に努めることが肝要であ
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ると考えております。なお、市職員の消防団員への加

入についても進めてまいります。 

 機能別消防団につきましては、当市消防団の状況の

推移をみながら必要に応じて検討してまいりたいと考

えております。 

 次に、仮設住宅についてお答えをいたします。 

 まず、現在の仮設住宅の入居状況についてでありま

すが、旧県立久慈水産高等学校敷地内の仮設団地は、

５戸全戸において退去済みであり、また、旧長内中学

校敷地内の仮設団地につきましては、10戸のうち４戸

が入居中となっております。 

 次に、退去後の活用策についてでありますが、入居

者の退去が終了した場合、応急仮設住宅としての目的

を達成したこととなり、原則として、解体撤去するこ

とになりますが、県から市町村への譲与が可能である

ことから、旧県立久慈水産高等学校敷地内の仮設団地

につきましては、関係各課へ活用策についての照会を

行い、外灯などの備品については譲り受けることとし

たところであり、建物につきましては移設等に多額の

費用負担が生じることから、要望しないとしたところ

であります。 

 また、旧長内中学校敷地内の仮設団地につきまして

も、入居者の皆様の動向にあわせて、今後、検討して

まいる考えであります。 

 次に、ふるさと納税についてお答えをいたします。 

 ふるさと納税の現在の状況でありますが、お礼記念

品制度につきましては、久慈商工会議所を通じて市内

の事業者の方々に、広く特産品などの候補の選定をお

願いし、現時点で、市内事業者から提案いただきまし

た55種類の特産品を、お礼記念品として10月から導入

したところであります。 

 11月27日現在、申し込みが399件で936万9,000円と

なっており、このうち354件、437万8,000円が記念品

制度導入後の寄付件数となっております。 

 次に、市民バスについてお答えをいたします。 

 市民バスの運行については、平成20年４月から、の

るねっとＫＵＪＩとして運行をしており、常に利用実

態に即した運行形態や運行経路の見直しを実施しなが

ら、平成26年４月からは、路線バスが６路線、デマン

ドタクシー運行が２路線の計８路線となっております。 

 その利用者数でありますが、平成24年度が５万

6,595人、平成25年度が６万3,004人となっております。

なお、今年度につきましては、10月末現在では３万

7,325人、昨年同期と比べ約４％の減少となっている

ところであります。 

 今後とも、市民バスの乗降調査やアンケート調査な

どを行うとともに、利用者の皆様のニーズを把握し、

より利用しやすい市民バスの運行に努めてまいります。 

 次に、交通安全対策についてお答えをいたします。 

 まず、高齢者による交通事故防止の対策であります

が、本年の市内における交通事故件数は、昨年に比較

して減少しているものの、高齢者が関係する交通事故

の割合は高くなっており、本年度中に市内で発生した

３件の交通死亡事故は、いずれも高齢者の方が犠牲と

なっていると久慈警察署から伺っているところであり

ます。 

 市といたしましては、高齢者を対象に反射材の配布

や夕暮れ時のライト早目点灯を呼びかける街頭啓発を

実施しているほか、交通安全シルバーゲートボール大

会を開催し、競技中に交通ルールを取り入れるなど、

交通ルールの意識高揚に取り組んでいるところであり

ます。 

 次に、飲酒運転についてでありますが、久慈警察署

管内の飲酒運転による検挙者数は11月末現在26件であ

り、昨年の同時期と比較して減少傾向にはあるものの、

県内他地区に比べて多い状況にあります。その主な要

因は、運転者のモラルの低さにあると久慈警察署から

伺っているところであります。 

 市といたしましては、飲酒運転の撲滅は重要課題の

一つと捉えており、これまで、久慈警察署や関係団体

などと連携し、夜間における飲食店への巡回、成人式

における誓約書の署名活動、啓発チラシの配布など各

種事業を実施しているところではありますが、今後に

おきましても、飲酒運転撲滅や交通ルールの遵守など

モラル向上が図られるよう関係機関、団体と連携しな

がら意識啓発に積極的に取り組んでまいります。 

 次に、消費者行政についてお答えをいたします。 

 まず、消費者教育推進計画についてでありますが、

消費者教育の推進に関する法律において、都道府県及

び市町村に対し、計画策定が努力義務として規定され

ているところであります。 

 岩手県では今年度を目途に計画を策定する予定であ

ると伺っており、また、県内他市では、現在のところ

策定したところはないと伺っているところでもありま



－115－ 

す。今後、県や他市の状況を踏まえ、計画策定につい

て検討を進めてまいります。 

 次に、当市の今年度における消費者トラブルの現状

でありますが、ワンクリック詐欺などの架空請求や有

名企業を装って出資を求める劇場型詐欺に関する相談

は増加している傾向にあります。 

 市といたしましては、まずは、消費者がトラブルに

遭わないために知識をつけていただくことが重要であ

ると考えておりますことから、消費者力アップ講習会

や出前講座を実施するほか、毎月、全世帯回覧により

新の悪質商法などの周知に努めてきているところで

あります。 

 また、トラブルに遭った方に対しましては、消費生

活センターや弁護士による無料法律相談において問題

解決に取り組んでいるほか、緊急を要するケースにつ

きましては久慈警察署と連携し、防災行政無線による

周知を図るなど、被害を 小限にするよう取り組んで

いるところであります。 

 今後におきましても、引き続き消費者トラブルの未

然防止やきめ細かな相談対応に努めてまいります。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 まず、福祉灯油について、支給の方法を商品券によ

る支給にすべきとのことでありますが、本事業は岩手

県の被災地福祉灯油等特別助成事業を活用して、高齢

者などの低所得者を対象に、冬期間の生活需要に対す

る支援を行うことによって、経済的負担を軽減し、生

活の安定と福祉の増進を図ることを目的に実施しよう

とするものであります。 

 支給方法につきましては、これまで灯油券による支

給や現金支給の方法で行ってまいりましたが、今年度

は低所得者の方々を支援するという基本的な考え方を

踏襲しつつ、さらに地域経済の活性化に貢献するとい

う観点も踏まえ、商品券による支給方法も含め検討を

すすめているところであります。 

 次に、老人クラブの補助金についてでありますが、

本年４月１日現在の市内の老人クラブ数は69であり、

会員数は2,277人となっております。その活動内容は

健康づくり、地域奉仕活動、生きがい活動などであり、

市ではこれらの活動に対する経費に対し補助を行って

いるところであります。 

 老人クラブは、クラブ数及び会員数が全国的に減少

しているとともに、会員の高齢化が進行するなど厳し

い環境にはありますが、老人クラブの中には、会員か

らの会費徴収のほか、空き缶回収などの自主事業によ

り自己財源の確保に努めている団体もあります。 

 補助金の拡大につきましては、本年度から老人クラ

ブ補助金の財源の一部であります県補助金の積算単価

が減額されていること、また、当市の厳しい財政状況

もありますことから、今後の検討課題としてまいりま

す。 

 次に、高齢者ボランティアポイント制度についてで

ありますが、この制度は、高齢者がボランティア活動

を通して、社会参加、地域貢献を行いながら、みずか

らの介護予防及び健康増進に積極的に取り組むことを

推奨することによりまして、生き生きとした地域社会

をつくることを目的として、全国で200を超える自治

体で実施されていると認識しているところであります。 

 その内容は、各市町村により異なっておりますが、

高齢者がボランティア会員として登録し、ボランティ

ア活動を行うことにより、活動実績に応じてポイント

を得、活動によって貯まったポイントは商品券と交換

できるなどといった取り組み例もあります。 

 この事業は、高齢者の社会活動のきっかけづくりや、

活動を通じて地域の助け合い、支え合いのつながりを

育み、高齢者が元気で暮らせるまちづくりにつながる

ものと認識しており、他市の状況などを参考にしなが

ら研究してまいります。 

 次に、産業行政についてお答えをいたします。 

 まず、薪ストーブ等利用拡大支援事業の利用状況に

ついてでありますが、この事業は、本年度より新たに

薪割り機を補助対象に加えたところであり、12月１日

現在の補助金交付申請状況は、薪ストーブ13件、69万

6,000円、薪割り機18件、42万1,000円の計31件、111

万7,000円となっております。 

 なお、地域において薪ストーブなどの利用が拡大す

ることは、未利用資源の有効活用と地域経済循環シス

テムの構築につながるものと認識をいたしております

ことから、市といたしましては、今後とも、薪ストー

ブなどの普及啓発と利用拡大に努めてまいります。 

 次に、さけ種苗生産施設整備の進捗状況についてで

ありますが、当該施設は、国庫補助事業平成25年度さ

け・ます種苗生産施設等復興支援事業を活用し、久慈

川漁業協同組合が実施主体となって整備を進めている

ものであり、11月13日に施設建設工事に着手、来年３
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月の完成を目指していると、同組合から報告を受けて

いるところであります。 

 次に、緊急雇用創出事業についてでありますが、当

該事業は、今年度までに事業を開始した委託事業を除

き、終了する予定となっておりますが、現在、厚生労

働省の来年度予算概算要求におきまして、震災復興の

ための雇用対策として基金の積み増し、実施期間の延

長が要求されていると伺っているところであります。 

 当該要求が認められた場合は、沿岸12市町村に限り、

実施期間が１年延長され、震災などに対応する新規事

業を行うことができる可能性があると、県北広域振興

局から伺っているところであります。 

 後に、建設行政についてお答えをいたします。 

 まず、国道281号生出町地区の歩道未整備区間の進

捗状況についてでありますが、道路管理者であります

県北広域振興局によりますと、生出町地区の歩道整備

については、用地取得が困難であることから未整備と

なっており、用地の解決に向けて調整を行っていると

ころではあるが、早期の事業化は難しい状況であると

伺っているところであります。 

 また、国道281号は、大川目町山口地区で、現在、

歩道整備のための用地測量調査などが行われていると

ころであり、市といたしましては、山口地区の整備促

進とあわせて、当該地区の歩道整備の早期事業化が図

られるよう引き続き要望してまいります。 

 次に、市道生出町線から市道大川目線までの整備の

進捗状況についてでありますが、まず、市道生出町線

は、全体延長約650メートルのうち、今年度で改良工

事が完了し、残り舗装工事が約130メートルとなって

おります。 

 また、市道大川目線は、全体延長約570メートルの

うち、約430メートルを整備し、残り約140メートルが

未改良となっております。 

 なお、この二つの市道を結ぶ林道を含め、一部の地

権者から同意が得られないため、市道整備ができない

状況となっておりますが、今後とも地権者との合意形

成に努めてまいります。 

 次に、公共下水道についてお答えをいたします。 

 大川目地区の公共下水道の見直しにつきましては、

昨日の政和会代表、砂川議員にお答えいたしましたと

おり、人口減少や厳しい財政事情を踏まえた持続可能

な汚水処理システム構築に向けた見直し作業などを、

新マニュアルに沿って来年度から進めて行くこととし

ているところであり、新マニュアルでは、住民意向の

把握や計画案の公表も行うこととしているところであ

ります。今後とも地域住民と協議を行いながら、アク

ションプランの策定を進めてまいります。 

 以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  公明党、山口健一議員の教

育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 初に、小学校での英語教育についてでありますが、

現在、小学校５・６年生で行われている外国語活動は、

音声や基本的な表現に慣れ親しませる活動を通じて、

言語や文化に理解を深めるとともに、コミュニケーシ

ョン能力の素地を養うことを目標としております。 

 本市では、３名の外国語指導助手を各小学校に派遣

し、児童が積極的にコミュニケーションできる力を育

成するとともに、国際感覚豊かな人材の育成を目指し

ております。また、来年度からは学びのサポート学習

塾として、小中学生を対象に、外国語指導助手等を講

師とした英語教室も計画したいと考えております。 

 このほか、英語担当指導主事が各小学校を個別に訪

問し、各校の課題の解決と授業力向上及び授業改善に

向けた取り組みを支援しております。今後とも、小学

校における英語教育の充実に努めてまいります。 

 次に、新野球場についてでありますが、新運動公園

構想につきましては、新野球場をはじめ設置する施設

や建設場所について、市民の皆さんのご意見をいただ

きながら、新運動公園構想を策定したいと考え、現在、

久慈市体育協会等からいただいた意見などをもとに、

構想作成に向けて取り組んでいるところであります。 

 後に、地区公民館の指定管理についてであります

が、先ほど城内議員の質問に市長、副市長からの説明

があったところではございますが、教育委員会として

お答えをいたします。 

 大川目公民館への指定管理者制度導入については、

公民館を自主管理、自主運営することにより、地域が

主体となったまちづくり活動を展開したいとの要請を

地域から受け、地域の自立と活性化を支援する立場か

ら検討してきたところでありますが、住民説明会での

意見を集約した結果、地域全体での合意形成が不十分
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であると判断したため、平成27年４月からの導入を見

送ることとしたところであります。 

 今後の取り組みといたしましては、指定管理者制度

の内容や社会教育事業の推進方策などについて、地域

住民にさらに説明していくとともに、地域全体の合意

を見極めながら、地域の意向に沿って対応してまいる

考えであり、さらには、地域でより柔軟な運用ができ

ないか、他市町村での事例を参考にしながら、関係部

局とともに調査・研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を許します。９番山

口健一君。 

○９番（山口健一君）  何点か再質問させていただき

ます。 

 まず、ふるさと納税についてでありますけれども、

今、市長からご答弁ありましたように、10月以降、特

典をつけた状態になったら、一気に350件ほど増えた

ということになれば、本当にいい制度ができたなとい

うふうに思います。要因というのはいろんな形で、多

分発信していたと思うんですが、私たちも、親戚とか

いろんな方に、質問あったときにはこういう制度がで

きましたので、ぜひやってくださいというふうにア

ピールしたわけです。こういうふうに、特に、役所の

方と言いますか、議員含めてですが、いろんな方々が、

いろんな方々に久慈の特典はこういうのがあるんです

よというふうに、どんどんアピールしていけば、もっ

と、今900万円ほどできたということですから、この

庁舎というか全体がそういう形で動いていければなと

いうふうに思います。これは要望しておきます。 

 それから、時間がないのであれなんですが、交通安

全対策についてでありますけれども、なかなか飲酒運

転は、関係機関いろんな形で運動はしとるわけですが、

毎年、ワースト上位にいるということで、私、以前に

も質問したことあるんですが、交通安全の会長あたり

には、違反した方の年齢と職業というのは出てくるわ

けです。なかなか、さっき言ったように市民のモラル

の問題だという、住民のといいますけど、なかなか減

ってこないということは、厳罰というわけじゃないん

ですが、広報等で氏名の公表までするんだという意気

込みがあれば、減ってくるのかなというふうには思い

ますけれども、その辺についてお考えがあればお伺い

いたします。 

○副議長（下舘祥二君）  澤口市民生活部長。 

○市民生活部長（澤口道夫君）  交通安全について飲

酒運転の撲滅。非常に頭の痛い問題でございまして、

いろいろ対策講じているわけですが、なかなか減らな

い状況であると、いずれにしても久慈地区は検挙率が

高い状況にあるわけでございます。 

 以前にも、山口議員さんのほうから、違反者の名前

等公表したほうがいいんじゃないかなということの話

がございましたけれども、現在、広報誌のほうで飲酒

運転の違反者があれば、分会名とかについては公表し

ております。氏名の公表までになると、なかなか個人

のプライバシーの問題も出てきますし、なかなかそれ

については難しいのではないかなというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  福祉灯油についてであります

けれども、先ほど、市長答弁から、当時、議員説明会

の中では、現金給付を検討しているということだった

んですけど、今のお話だと商品券も含めて検討してい

きたいということですので、実質的には現金で給付の

場合には、振り込みになりますのでほとんど市内で使

うかどうかというのは、なかなか確定できないんです

が、商品券になると、例えば1,800円の灯油買った場

合に、200円はおつりは出ないもんですから、何か含

めて買うというふうになると、どうしても地域の活性

化には、多分、私はつながると思いますので、そうい

う意味で、ぜひ商品券化でお願いできればと思います。 

 そして、これは商品券にした場合と、それから現金

で振り込む場合の経費はどの程度違ってくるのか、そ

の辺が、もし変わらなければ、商品券でいいかと思う

んですが、その辺についてお伺いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  福祉灯油の件でござ

いますが、商品券にした場合と、それから現金給付に

した場合の経費の問題ということでございますが、経

費的には変わらないというふうに考えておりまして、

現金給付でも、それから商品券でも経費は変わらない

といふうに考えております。 

 以上です。 
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○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  経費が変わらないのであれば、

ぜひ商品券でお願いしたいというふうに思います。 

 それから、老人クラブの補助金の拡大についてであ

りますけれども、今、答弁ですと、県の補助も削減さ

れるんじゃないかというふうに懸念されておりますけ

れども、単一の老人クラブが補助金いただいても、連

合会に負担していくと、なかなかその単一の老人クラ

ブは、なかなか運営が厳しいということもありますの

で、今後、さらに検討していただいて、拡大するため

にいろいろな策があるようですが、地域にとっては老

人クラブの役割というのは非常に、私は大きいと思い

ます。そこで何らかの形で拡大できればと思いますが、

その辺について再度お聞かせ願います。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  老人クラブの補助金

の関係でございますが、ある老人クラブの例でござい

ますが、33名のクラブ数の団体ですと、久慈市からの

補助金が３万円。地区老連への会費が１万円。市老連

への会費が１万3,000円で、差し引き7,000円しか残ら

ないという状況にもございます。 

 ただ、しかし、ある団体でございますけども、自主

的に活動して年間15万ぐらい利益を上げているという

団体もございますので、自主的な財源確保にも努めて

いただきながら、会を運営する方向も考えていただき

たいと思いますが、補助金の増額につきましては、今

後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  緊急雇用創出事業であります

けれども、今、市長からの答弁で、来年度も、もしか

すれば延長になるかもしれないということで、今、市

内のもぐらんぴあまちなか水族館は、緊急雇用でやっ

ておるわけですが、その辺についてはどのように。も

し延長されれば、それもまたやるのであるのかどうか、

その辺についてお伺いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  澤里産業振興部長。 

○産業振興部長（澤里充男君）  緊急雇用の関係で、

まちなか水族館の委託事業ということだと思います。

現在の情報でございますが、今年度までに開始した委

託事業につきましては、来年度についても延長可能と

いうふうな情報をいただいております。 

 ですから、現在、まちなか水族館については委託事

業で行っているということで、考え方とすれば、新た

なもぐらんぴあを今建築しているわけですけれども、

引き継ぎといいますか、そういったところまではでき

るのかなというふうに考えているところでございます。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  小学校の英語教育についてで

ありますけれども、今、教育長のほうから５、６年生

で、今、行われているようですが、英語を中学校に行

って英語になった場合に、急に難しくてできないとい

うふうな感じもあるかと思います。小さい小学生のう

ちから、英語は楽しいなというふうな思いを持たせる

ことも、英語を好きになることじゃないかなと思いま

すが、そういった低学年に対してどういうふうな英語

教育をやっていこうと考えているのかお伺いいたしま

す。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

○教育長（加藤春男君）  英語教育につきましてでご

ざいますが、今、日本では、とにかく英語教育に力を

入れようということで、新しい学習指導要領もそのよ

うな方向で検討されているようでございます。英語の

力というのは、学力というのは、都市部に比べて地方

は、非常に弱い傾向がございまして、当市においても、

決して学力が高いとは言えません。 

 そういう意味で、小学校のうちから英語になじませ

ることは、大変有効だというふうに思っております。

やはり私は、こういう地方都市においても英語を話せ

る人間が多く出てほしいというふうに思っております。

というのは、これからの時代、いろんな企業等で物を

売るにしても、国内だけではなくて海外にも物を売っ

ていく時代であると。そういう意味では、海外の方と

本当にある程度普通の会話、ビジネス会話ができれば

一番いいわけですけども、多少の会話ができることが

必要になってくるのではないかなというふうに思って

おります。 

 また、海外からの観光客を迎えるにしましても、海

外の方、片言の英語をしゃべる方は多いですので、お

互いに英語を使えば、英語は世界共通語として通じ合

う。そうすれば、台湾とかのお客さんを迎えても、あ

る程度の会話ができるかもしれない。そういう意味で

の英語力の向上というのは、非常に重要なことだと思

っておりますので、議員ご指摘のとおり、今後とも力
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を入れ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。 

○副議長（下舘祥二君）  ９番山口健一君。 

○９番（山口健一君）  地区公民館の指定管理につい

てでありますけれども、これは、先ほど行政改革の一

環から、いろいろ論議されているところであります。

私は、当時の大川目の議員として、まちづくりの前の

会長として進めてきたわけですが、地域住民にまちづ

くり協議会としては、総会で決めた事項ですので、住

民が知ってるはずなんですが、なかなかそこまで理解

できなかったことは、私も反省しなければならないと

いうふうに思ってます。 

 公民館という当時そうなんですが、当時合併、昭和

29年に合併して、地区公民館は今の支所的な形もあっ

たかと思うんですが、そろそろ昔とは違って、今は地

区公民館は地域センターとしてやるのであれば、いろ

んな問題をクリアしながらやっていくべきだと。そう

いう意味で、今後、住民にしっかりと説明して、決め

ていただきたいなというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を打ち切ります。 

 次に、社会民主党、梶谷武由君。 

    〔社会民主党梶谷武由君登壇〕 

○１番（梶谷武由君）  社会民主党の梶谷武由です。

市政の当面する諸課題について質問をいたします。 

 初めの質問は、平成27年度予算編成について、基本

的な考え方と重点施策についてお伺いいたします。 

 ２番目の質問は、健康増進についての質問です。 

 日本人の平均寿命は、食生活の改善や医療の進歩の

ほかに、生活環境、労働環境などの改善によって、世

界でもトップクラスにあります。健康寿命は日常生活

に制限のない期間とされ、日本人の平均寿命と健康寿

命との差は、男性で9.13年、女性で12.68年となって

います。 

 高齢になっても生きがいを持って、健康で長生きで

きることは誰もの願いです。もし、疾病等により介護

が必要になっても、それぞれ満足できるような生活が

送られるようでなければなりません。健康寿命を伸ば

すには、運動、食事、睡眠や楽しみのある生活などが

大切と言われています。健康増進について４点にわた

って質問をいたします。 

 １点目は、久慈市民の平均寿命と健康寿命について。

２点目は、健康寿命が伸びることによって、本人や家

族の負担のほかに、市の負担する医療費や介護費用も

軽減されると思いますが、どのように認識しているか。

３点目は、健康寿命を伸ばすには、どのようなことが

効果的と考えているか。４点目は、健康寿命の延伸に

向けた具体的な取り組みについてお伺いいたします。 

 次の質問は、除雪のあり方についてです。 

 近年の雪の降り方は、降り始めるとなかなかやまな

いような降り方で、大雪被害が続出しています。これ

までと同じような除雪方法では、市民から苦情が寄せ

られるのではないかと危惧しています。今年度の除雪

計画についてお伺いいたします。 

 市民は、市道や歩道、生活道、自宅周辺の除雪が行

われなければ、日常生活に支障が出てきます。現在は、

市道の除雪は市役所、生活道はその道路を利用してい

る周辺の住民、自宅敷地内は個人で行っているわけで

すが、高齢化が進み、生活道や個人の住宅周辺の除雪

を行いたくても力が弱くなったり、腰が痛かったりで

除雪が困難になってきているとの声を聞きます。 

 日常生活に影響が出ないように除雪を行うとなれば、

町内会や高齢者等への支援が欠かせないと思います。

除雪は土木課の仕事だと考えがちですが、建設部のみ

でなく総合政策部、健康福祉部がお互いに連携をしな

がら、検討を進める必要があると思いますが、考えを

お伺いいたします。 

 次は、教育長にお伺いいたします。 

 一つは、小中学校の教材整備についての質問です。

子供たちが健やかに育ってほしいと誰もが願っていま

す。子供たちが、よりよい環境のもとで学習や遊びが

できるように、関係者が努力を惜しむべきではありま

せん。校舎や体育館、あるいは校庭などのハードの整

備のほかに、教職員などの人的配置や教材などソフト

の整備も欠かせません。小学校で教材の整備が十分進

んでいないとの報道がありました。また、学校関係者

からも同様の声も聞きます。 

 文部科学省では、子供たちの教育効果を高め、児童

生徒の基礎的、基本的な学習理解を助ける上で極めて

重要であるとして教材整備指針をとりまとめ、国では

教材整備のために平成24年度から平成33年度までの10

カ年で、総額8,000億円を地方交付税による財源措置

を予定しています。久慈市における教材整備の基準財

政需要額に対する予算措置率についてお伺いいたしま
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す。 

 指導要領にかかわる質問ですが、文科省はこれまで

約10年ごとに改定してきた指導要領を、平成28年度に

全面改定を行う方針を固めたとの報道があります。学

校の指導計画に合わせた新規に必要な教材や更新に必

要な教材等の整備計画を策定すべきと思いますが、ど

のように考えているかお伺いいたします。 

 次は、市立公民館の管理・運営についての質問です。 

 10月28日に議員を対象とした議員説明会があり、公

民館の指定管理についての説明がありました。今議会

には議案として提案されていませんが、市立公民館の

管理、運営の考え方についてお伺いいたします。 

 社会教育法には、公民館の設置目的や講座の開設、

展示会、資料整備など多方面にわたる事業についても

明記されており、公民館は、この社会教育法22条に記

載されてある事業を、適切に滞りなく実施しなければ

なりません。指定を受ける団体の力量が問われること

になると思いますが、その団体が、事業を滞りなく実

施できるかの判断はどのように行うのか、その基準に

ついてお伺いいたします。 

 指定管理となった場合、その管理者の自主性を尊重

するようになると思いますが、教育委員会や公民館運

営審議会との関わり方がどのようになるのか。また、

公民館運営についても、行政の継続性が求められると

思いますが、管理者が交代するとき事業の継続に支障

が出るのではないかと危惧されますが、どのように認

識しているかお伺いいたします。 

 指定管理についての 後の質問ですが、市が直接管

理する場合と指定管理を行った場合の違いについてお

伺いいたします。 

 後に、体育施設使用料の軽減についてお伺いしま

す。 

 ことしの市政懇談会のとき、参加者から、できるだ

け病気になったり介護の世話になりたくない。少しで

も長く元気でいたい。そのために、プールに行ったり

運動をしているが、利用回数が多いと経済的負担も大

きい。他の自治体に比べて高額だ。高齢者の利用料を

軽減できないかとの発言がありました。 

 先ほどの質問でも申し上げましたが、高齢者にでき

るだけ体を動かしていただき、長く健康で暮らせるこ

とが本人や家族の幸せにつながると思いますし、利用

料の軽減を図り利用を促進することが、結果的に市の

財政負担の軽減にもつながると思いますが、どのよう

に認識しているかお尋ねいたします。 

 以上で、登壇しての質問を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  社会民主党、梶谷武由議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、平成27年度予算編成についてお答えをいた

します。 

 昨日の創政会代表、下舘議員にお答えいたしました

とおり、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

点的かつ効率的な活用に努め、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、健康増進についてお答えをいたします。 

 まず、健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制

限されることなく生活できる期間と定義されておりま

す。 

 久慈市民の平均寿命と健康寿命についてであります

が、これにつきましては、市町村別の統計データがな

いことから、平成22年の厚生労働省の都道府県データ

によりお答えをいたします。これによりますと、岩手

県の男性の平均寿命は78.53歳、健康寿命は69.43歳と

なっており、女性の平均寿命は85.86歳、健康寿命は

73.25歳となっております。 

 この平成22年時点での健康寿命においては、岩手県

は全国で男性がワースト５位、女性がワースト16位と

なっていることから、健康寿命の延伸に向けた取り組

みが急務であると考えております。 

 次に、健康寿命の延伸による医療費などの軽減につ

いてでありますが、これにつきましては、健康寿命が

延伸することにより、平均寿命と健康寿命との格差を

短縮することができれば、個々の生活の質の低下を防

ぎながら、医療費や介護給付費などの軽減につながる

ものと考えております。 

 次に、健康寿命を伸ばすための効果的な取り組みに

ついてでありますが、これにつきましては、平均寿命

と健康寿命の格差の要因を把握・分析するなど、実態

を明らかにした取り組みが必要であることから、本年
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度、計画改定を行っている健康くじ21第２次プランに

おいて調査分析を行い、取り組みの計画を策定してま

いります。 

 次に、健康寿命の延伸に向けた具体的な取り組みに

ついてでありますが、これにつきましては、全国的に

も死亡率の高い脳卒中予防対策のほか、介護予防、生

活習慣病予防、こころの健康づくり、妊産婦や乳幼児

期からの健康づくり、口腔の健康に関する取り組みな

どを積極的に推進してまいります。 

 後に、除雪のあり方についてお答えをいたします。 

 まず、今年度の除雪計画についてでありますが、昨

日の創政会代表、下舘議員ほかにお答えいたしました

とおり、昨年度の記録的な大雪の経験を踏まえ、久慈

市除雪計画の策定にあたり、２点について変更したと

ころであり、市道の安全な交通を確保するために、円

滑な除雪に努めてまいります。 

 次に、市道、歩道、生活道、除雪困難者宅などの除

雪のあり方についてでありますが、現在、市が除雪を

行っている市道など以外の赤線などの生活道につきま

しては、狭隘で大型機械が入れないことから、地域住

民の方々のご協力をいただき除雪を行っている状況に

あります。 

 また、除雪困難者宅などの除雪につきましては、久

慈市社会福祉協議会の除雪支援などを含めた安心サ

ポート事業の活用のほか、親族や町内会などの地域コ

ミュニティ活動やスノーバスターズなど、ボランティ

アによる取り組みがなされているものと認識しており

ます。 

 今後、ますます高齢化と人口減少が進む中、地域コ

ミュニティ振興事業など、除雪機整備の助成や地域ボ

ランティア団体の支援などを拡充するなど、市と地域

住民が協力し支え合う除雪の仕組みづくりについて、

幅広い視点から検討していく必要があると考えており

ます。 

 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  社会民主党、梶谷武由議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、教材整備についてお答えをいたします。 

 まず、教材整備の基準財政需要額に対する予算措置

率でありますが、平成26年度予算における小中学校の

教材費の基準財政需要額に対する予算措置率は、おお

むね100％と充足している状況にあります。 

 次に、学習指導要領が平成28年度に改定されること

に伴う教材等の整備計画の策定についてでありますが、

去る11月20日に文部科学大臣が中央教育審議会に対し、

学習指導要領に、小学校中学年から外国語活動を開始

し、高学年では教科として行い、中学校では、授業を

英語で行うことを基本に、身近な話題について考えや

気持ちを伝え合う能力を高めること等を盛り込むよう

諮問したところであります。 

 なお、答申までには約２年、本格実施までには約６

年を要する見通しであり、新学習指導要領に基づいた

教材整備については、今後、情報収集や調査に努めて

まいります。 

 次に、市立公民館の管理・運営についてお答えをい

たします。 

 公民館は、地域住民の生活に即する教育、学術及び

文化に関する各種の事業を行うことで、人づくり、ま

ちづくりを総合的に推進するものであり、社会教育法

第22条にその目的達成のための事業が規定されている

ものであります。このような事業は、地域住民のため

に行われるものであり、住民が主体的になって取り組

むことが望ましいと考えており、指定管理を受けよう

とする者としての適否の判断基準といたしましては、

団体の構成員や活動実績、指定申請の内容等を総合的

に評価して判断する考えであります。なお、指定管理

となった場合でも、公民館としての適切な事業運営を

行っているか、教育委員会や公民館運営審議会でこれ

までと同様に審議していくものであります。 

 また、公民館職員としての専門性及び市全体の公平

性を保つため、指定管理団体の専門研修への参加等を

支援してまいるものであり、公民館運営における行政

の継続性に支障が生じないように管理・監督してまい

りたいと考えております。 

 なお、指定管理者が公民館を管理・運営することで、

地域のニーズや課題へのより柔軟な対応や地域内の人

材活用が図られることが考えられますが、教育委員会

が運営に関わることで、市立公民館としてのあり方は

変らないものと考えております。 

 後に、体育施設利用料の軽減についてお答えをい

たします。 
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 市民の健康維持増進は、非常に大切なことであると

考えております。教育委員会といたしましても、市民

の健康維持増進を図るため、体育施設の利用を促進し

てまいりたいと考えているところであり、施設の利用

料金のあり方について、今後、他の市町村等の事例や

状況を調査し、研究してまいりたいと考えております。 

 なお、午前中、市長からの話もありましたが、市民

体育館指定管理者であります久慈市体育協会におきま

しては、市民の冬期における健康づくりと施設の利用

促進のため、試行的に12月から３月までランニングデ

ッキのみを利用する場合、一般310円、高校生210円の

利用料金を100円に軽減しているところであります。 

 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を許します。１番梶

谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  何点かと言いますか、たくさ

ん質問をしたいとは思うんですが、まず 初に、今の

答弁を聞いてびっくりしたのが、教育長の教材費に関

する答弁でした。基準財政需要額の100％を予算措置

しているということでの答えだったわけですが、私の

ところには、平成26年度の教材費の予算額が何円とい

う資料がないわけですのでわかりませんが、昨年度、

平成25年度の決算額で言えば、小学校で23.81％、中

学校で38.70％、こういう数字になっているわけです。 

 基準財政需要額の測定単位は学級が測定単位となっ

ておりますが、１学級あたりの金額、これは何円とい

うふうに把握してるのか、まずそこからお伺いしたい

と思います。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  先ほどの数字ですけれど

も、26年度の予算額ということで試算いたしたもので

ございます。標準団体といたしまして１学級について、

小学校につきましては14万2,000円、中学校につきま

しては17万円で計算いたしたものでございます。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  基準財政需要額の単位費用は、

小学校で16万6,777円、これは標準学級18学級で計算

された金額を18で割った金額ですが、このようになっ

て、中学校の場合は26万133円、これになるわけです。

久慈市の小学校は116学級と。計算すると1,900万円ほ

どの予算が措置されていて初めて100％になる。中学

校だと1,274万というふうになりますが、それぐらい

の予算措置がされているという認識でよろしいでしょ

うか。予算額からいけば、到底ならないように思いま

すが。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  26年度の歳出予算の額で

申し上げますと、小学校の経費につきましては2,518

万2,000円ほどと、また、中学校につきましては1,433

万6,000円ほどとなっております。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  予算額の中で、いわゆる教材

費に充当する部分はその金額という理解でよろしいで

すか。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  先ほどの数字の中には、

理科教材費あるいは学校図書費、教材購入費、講師の

教科書指導費、その他等が入ってございます。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  私がお尋ねしたのは教材費と

いうふうに限定してお伺いしたわけです。理科であれ

ば理科教育振興法に基づいたので国庫負担金等もこれ

もあるわけですし、教師用指導書教科書となっておれ

ば、また別なわけですので、教材費の分についてとい

うお尋ねをしたので、 初にお答えをした100％とい

うのは、私はとても納得できるものでないので、納得

できるような形での説明をお願いします。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  確認して、ご回答申し上

げますので、時間を少々いただきたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  数字はあとで確認をしてとい

うことですが、一方では、子供たちの学力向上のため

に頑張れと一生懸命言っていて、教材も十分そろえら

れないようでは片手落ちではないかということで、来

年度以降に向けて、ぜひ、その辺を検討しながら、十

分な配慮がなされるようにお願いをしたいと思います。

あと、答えが出てから、またお尋ねをしたいと思いま

す。 

 健康増進の分についてですが、健康で長生きしてい

くために体を動かすこと、これはすごく大事ではない

かというふうに思うわけです。その場合に、体を動か

す、そして他の人との交流を、特に高齢者になった場
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合、交流を深めるということが大事だと思いますし、

私が私なりに考えたのは、外に出ることがすごく大事

なのではないかなと、家の中にいるだけじゃなくて。

外に出るときも、家族の車に乗せられて特定の場所に

行くんじゃなく、自分で歩いて、あるいはバスを利用

して目的地に行くと。そして、活動をしたり、あるい

は見たり。そういうのがすごくいいのではないかなと

思うんです。 

 自分でバスで行くとなれば、時刻を調べたり、ある

いは歩いて停留所に行って、誰か人がいればそこで話

をする。目的地に着いて活動を、運動をするなり、あ

るいは公民館にアンバーホールに行く、買い物をする。

そういうような活動をすることが、元気の源、楽しみ

とか生きがいとか、そういうふうになると思うんです

が、こういうバス等を利用できるような体制づくり、

これは、バス問題であれば、総合政策部、まちづくり

のほうになりますが、いわゆる福祉の観点からも、そ

ういうことについて考えがあればお伺いをしたいと思

いますが、どうでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  健康増進のためには、

高齢者が自宅に引きこもらないで、社会参加をすると

いうことが大事だというふうに思っております。その

ために、今現在、ふれあいサロン事業を行っておりま

す。これは、高齢者の引きこもりを防止して、社会参

加を促すことによって、地域との、社会とのつながり

を深めてもらって、健康増進につなげようというもの

でございますので、現在、市内で92カ所でふれあいサ

ロン事業を行っております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  さらに高齢者が、先ほど教育

委員会関係で体育施設の話はお伺いしたわけですが、

体育施設の場合には教育委員会というふうになります

が、体育施設以外でも施設等利用、例えばマレットゴ

ルフ場は教育委員会管轄ではありませんよね。マレッ

トゴルフ場とか、あるいは山根温泉に行ってお湯に入

ってくるとか、そういう場合に、高齢者の場合には軽

減策、利用しやすいような形での考え。こういうのを、

他の部局との検討というふうにもなろうかとも思うん

ですが、そういう他部局との連携をしながら考えてみ

るということはいかがでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  和野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（和野一彦君）  高齢者が社会参加を

しやすいということで、例えば温水プールの使用料、

あるいは議員さんご提言のとおり温泉の使用料という

ことでしょうか。 

 高齢者が社会参加をし、そして体を動かすことによ

って健康増進が図れるということになれば、これは久

慈市としても進めるべき方向だと思います。これに関

しては、他部局とも協議・検討しながら、市全体とし

て高齢者の福祉のあり方がどうあればいいのかという

ことも協議・検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  だんだん時間が気になってき

ますが、今の分については、ぜひ検討していただいて、

体を動かすといって、やりたいんだけども経済的に大

変だと、負担が大きいというふうな声も出ているわけ

ですので、その辺への配慮、軽減策について、体育館

の利用については、どなたでもという形でなったわけ

が、いわゆる高齢者の分について、そういう観点での

質問ですので、ぜひ検討していただいて実現するよう

にお願いをしたいと思います。 

 あと、除雪に関わってですが、自分の家をなんとか

雪かきをしたけども、雪かきをしたあとに、市道の除

雪が行われて、そして大きい雪の塊が、かたい雪の塊

が置いていかれると。そうなったとき、それを砕けな

ければどうすることもできないという、そういう声も

聞いているんですが、対応策大変だと思うんです。除

雪したあとにさらに人とか、小さな除雪車がついて行

ってというのは大変だとは思うんですが、対応策を考

える必要もあろうと思いますし、どのように考えてい

こうとしているのか、そこの分についてお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  除雪車両による、多分、玄

関先の雪の塊ということになると思います。これは、

多々苦情が来ることもございますけれども、できるだ

け雪を取るような形でのバケット式というんですか、

そういったものであればある程度は可能かとは思いま

すけれども、市道だけでも690キロありまして、それ

を押していくと、それが一番早い除雪になります。 

 そうなると、どうしても片方に寄せるとかそういっ
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たことになって、どうしても玄関のほうに出てくるも

のと思います。これにつきましては、さまざま検討は

してみますけれども、住民の方のご協力が必要ではな

いかなというふうに考えおります。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  １回目の除雪の場合は、時間

との戦いだと思うので、それもある程度やむを得ない

かと思うんですが、２回目、３回目となったときは、

大きくなければ、多少のやつだと、まず家庭で頑張っ

てほしいということでいいと思うんです。 

 ただ、大きな塊で、高齢者等のところでというふう

になってくれば、大変ではないのかなと。これからの

ことというふうにもなろうと思うんですが、検討して

いただきたいのと。それから、仕組みづくり、全体的

な仕組みづくりについても検討していくというお答え

をいただいたわけですが、その検討する場合の中心に

なる部というのはやはり建設部なんでしょうか。それ

をどこが中心になって、その仕組みづくりを検討する

のか、そこの分についてお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  まず、大きな塊ということ

でございますけれども、これにつきましては引き続き

検討はしてみますけれども、市全体となりますと、大

変難しいところがあると思っております。 

 それから、これからの人口減少に伴います除雪が困

難なところ等の対策でございますが、今現在、総合政

策部、それから福祉のほうとも一緒になって、これは

考えていかなければいけないと思います。市道だけで

はなくて、市道以外の部分、本当に福祉のほうにも関

わるものだと思いますので、３部で協議しながら考え

ていきたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  公民館の管理・運営にかかる

分ですが、公民館に社会教育主事の配置というのは、

これは必ず置かなければならないというふうには定め

られていないわけですが、ただ、さまざまな事業を行

う場合、社会教育主事の指導というのは欠かせないも

のというふうに考えるわけです。当然、久慈市にはい

るわけですけれども、社会教育主事と公民館の事業を

計画する場合の指定管理というふうになった場合に、

そこの兼ね合いというのはどのようになるものか。指

定管理を行う場合は、社会教育主事の配置というのも

ちゃんと求めていくというような考えを持っているの

か。そこについてはいかがしょうか。 

 あと、時間が非常に少なくなってきていますので、

地元の意向、地域の意向を尊重しながらやっていきた

いというふうになった場合、現在の公民館運営のあり

方の中で、今まで市が主導して、地域の状況、地域の

意向というのを、あまり取り入れないで計画したとい

うようなことから、地元からそういうのが出たのかと

いうふうにも思うんですが、地元の意向を尊重しなが

らの事業計画というのを、これまで以上に丁寧に行う

ことによって、市が管理しても地元の意向を尊重する

ような運営が可能ではないかなと思うんですが、そこ

の部分についてはいかがでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  この点については、私から発

言させていただきたいと思っております。 

 従来は、地区の公民館が社会教育を担ってきたわけ

でありますけども、例えば、北上市におきましては、

市内16の地区のセンターがございまして、そこのセン

ターが地元の方中心に動かしておりますが、中身は社

会教育に捉われることなく地域課題含めて、地域の産

業振興、地域の子育て対策といったものも、トータル

で地域課題を地元の人間で対応していくと、そういう

ふうな動きをしておりますので、今回の大川目の公民

館につきましても、今は公民館という名称ついている

んですけども、その名称を含めて、機能をどうあるべ

きかというところから見直しをしたいというふうに思

っております。 

 実際には、社会教育も大事はございますけども、そ

れ以上に人が少なくなっていく、子供いなくなる、高

齢者が一人暮らしが増えて、先ほどの除雪等について

も困っていると。そういったものが土木、あるいは市

庁舎本体が対応するのではなくて、それぞれの地域の

状況に合わせて、地域の皆様がしっかり考えていただ

いて、市役所といろいろ協議をしながら、どう地域を

守るか、皆さんの生活を守るかと、そういう拠点化を

図りたいという趣旨で考えているものでございます。 

○副議長（下舘祥二君）  梶谷議員の保留中の答弁を

求めます。小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  先ほど保留いたしました
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教材費の割合ということでございます。 

 小学校につきましては、梶谷議員さんおっしゃると

おり１学級あたり14万2,000円。久慈市の学級数が111

学級ございますけれども、これらの補正後の学級数が

188学級となりまして、2,669万6,000円の需要額とさ

れております。それに対しまして、26年度の教材費の

みの予算額でいきますと630万ということでございま

して、23.60％となります。同様に、中学校費につき

ましては38.27％となってございます。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  そうすれば、教育長の答弁し

たところは訂正をするということを確認してよろしい

わけですね。 

○副議長（下舘祥二君）  小倉教育次長。 

○教育次長（小倉隆喜君）  比較の仕方と言いますか、

学校で使ってる教材全体でみるか、ほんとに狭い部分

での教材費だけで比較するかではないかと思っており

ます。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○副議長（下舘祥二君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後４時11分   散会   
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