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    午前10時00分   開議   

○議長（宮澤憲司君）  ただいまから本日の会議を開

きます。 

 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（宮澤憲司君）  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、泉川博明君。 

    〔新政会代表泉川博明君登壇〕 

○４番（泉川博明君）  おはようございます。私は、

新政会を代表して、市政を取り巻く諸課題について一

般質問を行います。 

 質問に入る前に、宮崎県内で口蹄疫の感染が拡大し

たことにより、手塩にかけて飼育されていた大量の牛

や豚が殺処分された畜産農家に対しまして、心よりお

見舞い申し上げます。いまだに終息のめどが立たない

状況のようではございますが、一日も早い経営再建、

復興を祈念いたします。 

 それでは、通告に従い質問に入ります。 

 第１の質問は、新市の「花・鳥・木」について。 

 本年度は、旧山形村と旧久慈市が合併して新市施行

５周年を迎え、この間、何度か議会においても取り上

げられております新市として「花・鳥・木」の制定に

ついては、本会議の市長所信表明演述でも取り組むよ

うに述べられているように、早急に制定することを望

まれますが、制定までの具体的な考えをお伺いいたし

ます。 

 第２の質問は、気象情報について。 

 毎日の気象情報を見ていますと、岩手県内で久慈市

の気温が 低と報道されることが非常に多く、市民の

方々から、実態に合っていないとたびたび指摘されま
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すし、他の地域の方々からも「久慈市は寒いところで

すね」と言われることが多々あり、市内にある気象観

測地点が、やませの影響を受けていることが原因の一

つと思われますが、現在の設置場所が適正かどうか考

えをお伺いいたします。 

 第３の質問は、公用車の自動車事故について。 

 公用車運転業務については、日々、交通安全に努め

ているとは思いますが、近年、当市議会に職員の交通

事故に伴う損害賠償和解による専決処分が報告されて

おります。市職員に対し、運転業務に関しての危機管

理意識が薄らいでいるのではないかと感じますが、交

通事故に伴う改善、反省などを踏まえ、指導体制を強

化して臨むべきと思いますが、考えをお伺いいたしま

す。 

 第４の質問は、火葬場の建設について。 

 現在、大川目地区において広域連合が管理運営して

いる久慈地区火葬場は、建築後約40年になり、経年劣

化に伴い補修などを重ねて使用しておりますが、待望

久しく新たに建設されると仄聞するところでございま

す。そこで、新たに建設されるのであれば、建設予定

地選定についての経緯と火葬場の予定地についてお伺

いをいたします。 

 第５の質問は、市道の街路灯ナトリウム灯について。 

 盛岡市では、２年間で市道沿いの道路照明灯の約半

分を水銀灯からナトリウム灯へ転換すると報道されま

したが、当市でも二酸化炭素排出削減、害虫被害を考

えれば転換する方向での検討が早急に必要と思われま

すが、考えをお伺いいたします。 

 第６の質問は、クラウドコンピューティングについ

て。 

 市行政に必要な情報処理システムのソフトウエアを、

インターネットなどを通じて共有するクラウドコンピ

ューティングの導入について、当市においても情報処

理関連費の削減を考えれば、前向きに取り組む必要が

あると思われますが、ご所見をお伺いいたします。 

 第７の質問は、子宮頸がん予防ワクチンについて。 

 子宮頸がんは20から30代を中心とした若い世代に増

加傾向にあり、進行した場合、命の危険にもかかわる

と言われております。予防ワクチンを接種すれば高い

予防効果があるとされることから、接種費用を助成す

べきと思いますが、考えをお伺いいたします。 

 第８の質問は、農林水産業の６次産業化について。 

 所信表明演述の中で 重要課題と位置づけ、雇用の

場の創出・確保のため、農林水産業の６次産業化に都

市生活者との交流を加えた海業、山業、里業の振興に

努めると述べられておりますが、地場農林水産物の付

加価値向上や販売拡大などに向けた取り組みが各地で

芽生えてきております今日、当市としての今後の取り

組みについてご所見をお伺いいたします。 

 第９の質問は、口蹄疫対策について。 

 宮崎県内で家畜伝染病の口蹄疫の感染が急速に拡大

する中、当市に与える影響と予防対策をどのようにと

らえているのかをお伺いいたします。 

 第10の質問は、林業振興について２点お伺いいたし

ます。 

 １点目は、国産木材の需要拡大について。 

 国産材利用の住宅事情が今後も現在のような状況だ

といたしますと、新しい木材建設への利用拡大に真剣

に取り組む時期と思われます。市では、拡大のあるべ

き姿をどのようにとらえているのかをお伺いいたしま

す。 

 ２点目は、森林整備について。 

 近年、人工林の山の木が伐採され、植林をせずに放

置したままの山が目立ちますが、市としてはこのよう

な状況をどのようにとらえているのか、また、対策を

どのように考えているのかをお伺いいたします。 

 第11の質問は、久喜漁港について。 

 久喜漁港内に水産物を取り扱う荷さばき所があるわ

けでございますが、この施設は年々さびが広範囲に発

生し、食の安全をおびやかしている状況にございます。

また、建物の屋根についても腐食して向こう側が見え

ているところも見受けられます。これからいよいよウ

ニ漁が始まり、生産者の大半の方が加工する際にこの

施設を利用することになりますが、食の安全はもとよ

り衛生、環境の観点からも早急に防水対策及び屋根の

補修整備を実施すべきと思いますが、考えをお伺いい

たします。 

 第12の質問は、産業振興について２点お伺いいたし

ます。 

 １点目は、海洋風力発電について。 

 本県では、県北の沿岸海域が風力発電に有望な地域

とされ、洋上風力発電に向けた動きが出ていると報道

されました。特に、風力は久慈市や洋野町の県北沿岸

海域で採算ラインとされる毎秒6.5メートル以上の風
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速が推計され、有望視されていると言われております。

このことについて、当市として今後どのような対応を

なされていくのかご所見をお伺いいたします。 

 ２点目は、ジオパークについて。 

 学術的に見てさまざまな地質が分布する岩手県の地

層でありますが、その中でも風光明媚な陸中海岸国立

公園にも指定される当市を含む三陸海岸の地質層を活

用したジオパーク構想を認定に向けて、当市として積

極的に取り組む必要があると思われますが、考えをお

伺いいたします。 

 第13の質問は、土木行政についてお伺いいたします。 

 まず初めに、県道整備について。 

 県道侍浜夏井線の本波工区は平成18年度から工事が

始まり、当時は平成23年度完成予定計画でありました

が、完成年度の見込みはどのようになっているのかお

伺いをいたします。 

 次に、市道整備について４点お伺いいたします。 

 １点目は、市道大尻川原屋敷線について。 

 市道大尻川原屋敷線の整備はここ何年か継続して行

われているわけでございますが、21年度末までの進捗

状況についてお伺いいたします。 

 ２点目は、市道深田長根線の改良整備について。 

 市道深田長根線の測量が終わり、一部工事を始めた

ところがございます。地域住民にとりましては長年の

懸案なわけでございましたが、今後の改良整備見通し

についてお伺いいたします。 

 ３点目は、市道久慈夏井線について。 

 この路線は幾度となく一般質問に出されており、そ

のたび財政事情や県との協議、病院線の後などの答弁

がなされておりますし、所信表明の中でも「県代行事

業として採択されるように」とあります。なかなか前

に進まない問題でありますが、地域住民にすれば悲願

の道路でもあり、一日も早い改良が望まれる中、早期

整備の考えをお伺いいたします。 

 ４点目は、久慈湊橋の塗装工事と歩道設置整備につ

いて。 

 久慈湊橋は老朽化し景観上塗装すべきであると考え

ますし、車両が大型化し通行に危険な状況をかんがみ

拡幅は厳しい現状から交通安全上、歩道設置が望まし

いと思いますが、考えをお伺いいたします。 

 第14の質問は、教育行政について４点お伺いいたし

ます。 

 １点目は、学校通学について。 

 教育長が、目指すのは子供たちにとって通うのが楽

しいと感じる学校づくりだと言っておられるようです

が、どのような方針で実施なされるのかをお伺いいた

します。 

 ２点目は、給食センターについて。 

 昨年からスタートした新給食センターは、 新機能

を有する施設として注目されますが、新システム操作

や新たに米飯給食に取り組みましたが、順調に稼働し

ているのかお伺いいたします。 

 ３点目は、市営野球場の計画的整備について。 

 過日、第57回春季東北地区高校野球県大会で久慈高

等学校が34年ぶり、２度目の優勝をいたしました。心

からおめでとうと申し上げます。 

 さて、当市に野球場があるにもかかわらず、高校野

球大会が開催されなかったのは残念でなりません。

2016年に岩手国体軟式野球競技が久慈市周辺８市町村

に会場地が内定いたしましたが、現在の市営野球場で

開催できないのであれば、新たに年次計画で用地取得

し市営野球場を建設整備する必要があると思いますが、

その計画について考えをお伺いいたします。 

 ４点目は、 後の質問であります「あーとびる麦

生」について。 

 平成21年３月に閉校された麦生小中学校施設を利用

し、コミュニティ振興事業を活用して整備された

「あーとびる麦生」でありますが、久慈市の芸術にお

ける拠点施設として市として積極的なかかわりを持つ

べきと思いますが、考えをお伺いいたします。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  新政会代表、泉川博明議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、新市の「花・鳥・木」、花鳥木についてお

答えをいたします。 

 本年度は旧市村の合併後、記念すべき５周年を迎え

ますことから、久慈市総合計画の後期基本計画検討委

員会でのご意見、あるいは市民満足度アンケート調査

の結果を活用するなど、市民の声を反映した新市にふ

さわしい花鳥木を、明年３月に予定をいたしておりま

す記念式典までに制定してまいりたいと考えておりま

す。 
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 次に、気象情報についてお答えをいたします。 

 久慈市の気象観測地点が適正かどうかについてであ

りますが、気象観測は周囲の地形等、環境に大きく影

響され、観測地点によって値が異なる性質のものであ

りますことから、その値は久慈市における代表値では

なく、あくまでも１観測地点の値であるとのことであ

ります。同一地点での長年のデータ蓄積により得られ

る情報が重要である、とのことから、現在の気象観測

地点で継続観測していると盛岡地方気象台から伺って

いるところであります。 

 次に、公用車の自動車事故についてお答えをいたし

ます。 

 職員に対しましては、常日頃から、交通安全の確保

や交通法規の遵守について、庁議や部課長会議、また

文書による通知等を通じまして、指導を行っていると

ころであります。 

 ご質問の専決処分の件数は、平成18年度が１件、19

年度が５件、20年度が２件、21年度が１件となってお

り、減少の傾向にあるとは思っておりますが、さらに

厳正な交通安全の確保や交通法規の遵守について、そ

の徹底を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、火葬場の建設についてお答えをいたします。 

 新たに建設される久慈地区火葬場については、国道

45号沿いの夏井町鳥谷地内の民間野球場用地を候補地

としていると、久慈広域連合から伺っているところで

あります。 

 次に、市道の街路灯をナトリウム灯に転換すること

についてお答えをいたします。 

 市道の照明灯につきましては、二酸化炭素の排出量

や消費電力の削減、設置後のメンテナンスの軽減など、

環境に優しい効果が発現される種類の電球に転換を図

っているところであります。 

 平成21年度におきましては、市道門前源道線ほか２

路線に設置されております92基について、ナトリウム

灯に比較して二酸化炭素排出量や消費電力等が少ない

インバータ式蛍光灯への転換を図ったところでありま

す。 

 今後におきましても、それぞれの照明器具のライフ

サイクルコスト等を考慮しながら、二酸化炭素排出量

の削減に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、クラウドコンピューティングについてお答え

をいたします。 

 クラウドコンピューティングは、インターネットを

経由してサービスを受ける新たな形態であり、コスト

の縮小やサービスへの柔軟な対応などにおいて注目す

べきものであると認識をいたしております。 

 しかし、自治体のシステムにおいては、その特殊性

から、アプリケーションを共有するというスケールメ

リットを実現しにくい現状にもあると認識をいたして

いるところであります。 

 現在、総務省におきまして、自治体クラウド開発実

証事業として、電子自治体の基盤構築にクラウドコン

ピューティングを活用していくための、実証実験を行

っているところであり、その結果を踏まえながら、市

としても新たな可能性について探ってまいりたいと考

えております。 

 次に、子宮頸がん予防ワクチンについてお答えをい

たします。 

 子宮頸がん予防ワクチンの接種費用の助成につきま

しては、子宮頸がんは、唯一予防可能ながんと言われ

ておりますことから、現在、ニーズ把握のためのアン

ケート調査や、対象者及び助成方法などの検討を行っ

ているところであります。 

 また、現在、国において、現行の予防接種法で定期

接種の対象となっていない子宮頸がん予防ワクチン、

ヒブワクチン、これらについて、予防接種法の改正の

検討がなされておりますことから、今後、国の動向等

も注視しながら、具体的な検討を進めてまいりたいと

考えております。 

 なお、昨年度から実施いたしております女性特有の

がん検診推進事業による子宮頸がん検診の受診率を高

め、その予防推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、農林水産業の６次産業化についてお答えをい

たします。 

 農林水産業の６次産業化に、農山漁村の暮らし・体

験交流を加えました、海業、山業、里業の振興につき

ましては、これまで気候等の地理的条件に適合した新

作物の開発や、未利用資源の有効活用、安全・安心な

食の供給システムの確立、さらには、豊かな農林水産

資源や自然環境を活用し、大都市圏等からの教育旅行

や体験学習の受け入れなどに取り組んできたところで

あり、岩手県に対しましても、取り組みに対する支援

について要望を行っているところであります。 
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 今後につきましても、生産、加工、販売のみならず、

農林水産業にかかわる生活文化と豊かな地域資源を融

合させ、教育旅行等の受け入れによる、生産現場や暮

らしぶりの体験・交流を通じて、生産物に対する信頼

感を高めるとともに、久慈市ファン拡大による地域振

興に努めるなど、総合的な産業振興策に、鋭意取り組

んでまいりたいと考えております。 

 次に、口蹄疫対策についてお答えをいたします。 

 家畜への消毒などの予防策についてでありますが、

現在、岩手県及び隣接県には口蹄疫が侵入していない

ことから、消毒が第一に重要な対策であると認識いた

しております。 

 これまで、岩手県におきましては、全畜産農家に市

町村を通じた消毒薬の配布を決定し、市内農家には今

月３日と４日に配布したところであります。また、新

岩手農業協同組合においては、消石灰を配布したと伺

っております。 

 市といたしましても、５月31日に「久慈市口蹄疫対

策連絡会議」を設置し、迅速かつ総合的な対策を講ず

る体制を整備するとともに、先週末から消石灰を無償

配布したところであります。 

 今後におきましても、県北家畜保健衛生所など関係

機関・団体等と連携を図りながら、消石灰の追加配布

など、発生予防対策に万全を期してまいりたいと考え

ております。 

 次に、林業振興についてお答えをいたします。 

 まず、国産材の新たな需要の拡大についてでありま

すが、国産材の利用が図られることは、林家所得の向

上と地域木材産業の発展につながるものと認識してい

るところであります。 

 岩手県では、平成22年度から一定量の県産材を使っ

て住宅を新築または改築した個人に対する助成として、

住みたい岩手の家づくり促進事業を実施しているとこ

ろであり、市といたしましても、その事業の活用が図

られるよう、機会をとらえながら普及に努めますとと

もに、南部アカマツ振興センターの販路拡大活動との

連携を図りながら、需要拡大に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、森林整備についてお答えをいたします。 

 伐採された私有林の植林状況についてでありますが、

平成21年度は市内で広葉樹約260ヘクタール、針葉樹

約30ヘクタールの合計約290ヘクタールの山林で皆伐

の届け出があり、そのうち約２％の５ヘクタールが伐

採後に植林が行われる計画となっております。 

 広葉樹等を伐採した場合には、萌芽による天然更新

が期待できることから、植林が余り行われていないの

が実情であります。しかし、森林環境の保全、山地災

害の防止を図るため、天然更新が進まない山林につい

ては、植林を推進する観点から、関係機関、団体と連

携を図りながら、国庫補助事業を活用した植林をＰＲ

し、その推進に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、久喜漁港についてお答えをいたします。 

 久喜漁港内の水産物荷さばき施設の改修についてで

ありますが、本施設は昭和60年度の新沿岸漁業構造改

善事業を導入し、久慈市漁業協同組合が整備したもの

であり、築25年が経過しており、新沿構による耐用年

数は31年とされてはおりますものの、鉄骨のさびが目

立つなど老朽化が進んでおりますことから、改修が必

要であると認識をいたしております。 

 市といたしましては、水産物の荷さばきのため必要

不可欠な施設と考えておりますことから、久慈市漁業

協同組合に対して、施設改修を働きかけてまいりたい

と考えております。 

 次に、洋上風力発電についてお答えをいたします。 

 洋上風力発電につきましては、久慈市以北の洋上に

おいて、採算性のあると言われております毎秒6.5

メートル以上の風速が、比較的陸地に近い場所で観測

されており、当地域が有望な候補地になり得ると考え

られております。県では、今年度、研究会を立ち上げ、

地元理解を深めながら、国やエネルギー関連企業に設

置に向けた調査を働きかけていく方針であると、岩手

県科学・ものづくり振興課から伺っているところであ

ります。 

 市といたしましては、技術的な課題や漁家との関係

など、実現に至るまでに解決すべき課題もあると認識

しておりますが、今後、この研究会への参加を通じて、

当市における可能性を探るとともに、設置に伴う地元

へのメリット、デメリットについても研究してまいり

たいと考えております。 

 次に、ジオパーク認定の取り組みについてでありま

すが、岩手県では、いわて三陸海洋産業振興指針によ

り、有識者や関係者で構成する研究会を設置し、沿岸

地域などのジオパークとしての可能性を検討すること

といたしております。 
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 当地域においては、約9000万年前の白亜紀後期に堆

積した久慈層群から、琥珀が大量に産出していること、

また白亜紀の琥珀は世界でも珍しいとの理由でもって、

久慈層群と琥珀が日本の地質百選に選定されておりま

す。 

 市といたしましても、この貴重な資源を有効活用す

べく、今年度は、国の緊急雇用対策事業を活用して独

自に調査を進め、情報収集に努めるとともに、関係機

関と連携を図りながら、研究してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、県道整備について、県道侍浜夏井線の本波工

区の進捗状況と完成見通しについてでありますが、県

北広域振興局土木部によりますと、計画延長２キロ

メートルのうち、昨年度700メートルを部分供用した

ところであり、今年度は、橋梁整備に着手するととも

に、新たに640メートルの供用開始を予定していると

伺っているところであります。 

 また、平成26年度の事業完了を予定していると伺っ

ているところでもありますが、市といたしましても、

早期の事業完了が図られるよう、引き続き要望してま

いりたいと考えております。 

 次に、市道整備についてお答えをいたします。 

 まず、市道大尻川原屋敷線の進捗状況についてであ

りますが、現在、大尻及び川原屋敷の２地区で事業を

実施しているところであります。 

 そのうち、大尻地区につきましては、全体計画延長

1,200メートルのうち、昨年度末で約800メートル、延

長ベースで約67％が改良済みであり、今年度も引き続

き改良舗装工事を予定しております。また、川原屋敷

地区につきましても、昨年度に引き続き測量調査設計

を進め、早期着工を目指してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、市道深田長根線の改良整備についてでありま

すが、この事業は、山根町深田地区と山形町繋地区を

結ぶ約1,000メートルの区間を整備しようとするもの

であります。昨年度は測量調査を970メートル、詳細

設計を700メートル実施したところであります。 

 今年度は引き続き、残る区間の測量調査及び詳細設

計を実施するとともに、計画説明会等を開催し、地権

者の理解を得てまいりたいと考えております。 

 次に、市道久慈夏井線の早期改良整備についてであ

りますが、門前から夏井町早坂間の整備には、多額の

事業費を要しますことから、県代行事業の導入を目標

としているところであります。 

 その前提条件として、国の補助事業採択が必要であ

りますことから、昨年度、県との事業採択に向けた検

討会を実施した際、県代行事業採択も視野に入れた整

備効果等の検討を行うようご指導いただいたところで

あり、今後とも事業採択に向けて、引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 次に、湊橋の整備についてお答えをいたします。 

 まず、歩道の設置についてでありますが、湊橋は昭

和46年に橋梁災害復旧事業により架設された橋梁であ

り、既設の橋台は現行の構造基準に合致しないことか

ら、新たな歩道の併設は難しく、新たに橋台の築造と

なりますと多額の工事費を要しますことから、事業化

は困難であると考えております。 

 また、橋げたの塗装につきましては、鋼材の腐食の

進行状況等を見極めながら、現在策定中の橋梁長寿命

化計画に基づき、補修を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上で新政会代表、泉川博明議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  新政会代表、泉川博明議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、学校通学についてお答えいたします。 

 義務教育において子供たちが学校に楽しく通うこと

ができる環境は、確かな学力、豊かな心、健やかな体

をバランスよく身につけられるよう、登下校や学校内

での安全・安心はもとより、適切な教育環境の中で、

よりよい人間関係がつくられ、学習したことが身につ

くように整えていかなければならないと考えておりま

す。 

 そのために、教師一人ひとりの指導力を高め、引き

続き子供たちの健全育成に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、給食センターの稼働状況についてであります

が、久慈市学校給食センターは、昨年６月完成し２学

期の８月から給食提供を開始しております。 

 給食能力は１日4,000食対応できる施設であり、平

成22年４月現在、小学校13校、中学校８校に約3,600
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食の給食を提供しているところであります。 

 また、山形地区学校給食センターは、平成14年３月

完成し、平成14年４月から給食提供を開始しておりま

す。 

 給食能力は１日500食対応できる施設であり、平成

22年４月現在、小学校８校、中学校１校、保育園５園

に約350食の給食を提供しているところであります。 

 次に、平成28年岩手国体の軟式野球競技会場の整備

計画についてでありますが、本年５月11日から13日ま

で行われた、財団法人全日本軟式野球連盟による中央

競技団体正規視察において、バックスクリーン幅の不

足等の改修に関する指摘があったところであり、国の

国体推進課等と協議をしながら準備を進めていかなけ

ればならないものと考えております。 

 一方、現市営野球場は、平成21年度から平成25年度

までの５年間、国土交通省東北地方整備局長から、期

限つきの許可を得て公共下水道施設用地内に設置をし

ており、平成26年度以降の継続使用については、現時

点で見通しが立っていない状況であります。 

 したがいまして、現在、庁内各部の協力を得ながら、

将来的には撤去を余儀なくされる現野球場の改修の可

否、多額の経費が見込まれる新たな野球場の建設の見

通しについて、それぞれさまざまな角度から今後の整

備に関する検討・協議を進めているところでございま

す。 

 後に、「あーとびる麦生」についてお答えをいた

します。 

 平成21年３月末をもって閉校となりました麦生小中

学校の校舎を活用し、芸術の振興、むらづくりの推進、

子供の健全育成に寄与することを目的に活動している

「あーとびる麦生」に対しまして、土地と建物は無償

で、電気・水道等の経費につきましては実費を負担い

ただくことで貸与している状況でございます。 

 施設の整備におきましては、会費、寄附金のほか、

市内の団体等が取り組むまちづくり活動に対して、市

が補助金を交付する地域コミュニティ振興事業を活用

し整備を進めてきたと「あーとびる麦生」から伺って

おります。 

 今後におきましては、有効な補助金等の情報提供を

行い、芸術の振興、むらづくりの推進のための支援を

してまいりたいと考えております。 

 以上で、新政会代表、泉川博明議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を許します。

４番泉川博明君。 

○４番（泉川博明君）  ご答弁ありがとうございまし

た。それでは、何点か再質問させていただきます。 

 まず、質問項目８の農林水産業の６次産業化につい

て。地域経済が厳しい情勢にあって、今こそこうした

農林水産業をはじめとした第１次産業と２次、３次産

業といった関連産業が一体となったいわゆる６次産業

化を推進していくことが、雇用の創出にもつながり、

久慈市全体の活性化に向けた糸口になると思いますが、

考えをお伺いいたします。 

 次に、質問項目11の久喜漁港の改修についてでござ

いますが、安全・安心な水産物を消費者に供給してい

くことは、生産者にとりまして も大事なことである

と思います。荷さばき所については、これまでも何度

か久慈市漁業協同組合に対し、地区座談会などで整備

の要望をしてきたところでございますが、なかなか腰

が重く、返事がないまま今日に至ってる次第でござい

ます。食の安全のために、市といたしましても県と一

体となって早期着工の要望をしていくべきと思います

が、再度考えをお伺いいたします。 

 ２点目として、整備に対しての補助などについてで

ございますが、市として可能であるのかどうかお聞か

せください。 

 次に、質問項目12の海洋風力発電でございますが、

11年度にも洋上風力の国の調査プロジェクト導入を目

指す考えであると報道されました。所信表明演述でも、

久慈湾の総合的な利活用の調査研究にも引き続き取り

組むと述べられておりますが、いずれにいたしまして

も、先ほど答弁なさいましたメリットまたデメリット

があるわけでございますが、大型プロジェクトでもご

ざいますので、早目早目の対応が望ましいと思います

が、考えをお伺いいたします。 

 次に、質問項目13（２）①市道大尻川原屋敷線につ

いてでございますが、三陸沖南の地震の確率が30～

40％のものが40％に上昇した今日、万が一地震が発生

したとなると、当然、大小にかかわらず津波も予想さ

れ、海岸線の道路は通行止めになると思われます。津

波災害などを想定した場合、安全で安心なまさに命の

道路の整備が必要なわけでございまして、防災の面か

ら申しましてもこの道路は重要な路線であります。今
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後におかれましても、さらなる整備の促進をしていく

べきと思いますが、考えをお伺いいたします。 

 次に、質問項目14（１）学校通学についてでござい

ますが、子供たちにとって通うのが楽しいと感じる学

校づくりは も大事であると常々私も感じております。

なぜかと申しますと、まだ一部にはいじめに遭い、学

校に行きたくないという児童・生徒がいると聞いてい

るからでございます。防止対策について、もっと子供

たちのために真剣に取り組んでいくべきではないかと

思います。そこでお尋ねいたしますが、いじめの実態

について把握しておられましたら、どのような対処を

したのかもあわせてお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  農林水産業の６次化に

よって雇用の創出を生むということに関してのご質問

をいただきましたけども、農林水産物の６次化によっ

てかなりの雇用に向けて鋭意取り組んでおりますけど

も、一つの例を申し上げますが、菌床シイタケによっ

てどのくらいの雇用を創出しているかと申し上げます

と、今現在、１起業家におきましては60名の雇用を創

出しております。 

 それで、これにはそういうメジャーなものから、人

間の暮らしを基本としての産業６次化もあると思って

ございまして、例えば山形町にございます総合農舎山

形村では、この６次化を図って雇用の創出を生んでご

ざいますし、今現在、畜産においては、メジャーな６

次化の計画がありまして、今年度スタートしている状

況にありますので、いずれにしても、農林水産物の６

次化において雇用の創出を図ってまいりたいなと、そ

のように考えてございます。 

 また、久喜漁港内の水産物荷さばき施設でございま

すけども、久慈市漁業協同組合に対し、何回も申し入

れしていらっしゃるというお話がございました。それ

で、よい返事が来ないということでございましたけど

も、先ほど市長から申し上げましたとおり、この事業

は総事業費3,200万ほどの事業費でございますけども、

うち国県の補助金が約1,950万ほど入ってございます。

これが今改修をするのであれば、補助金返還という問

題も生じてきます。耐用年数が終わるのが平成27年度

でございます。そういうことから、久慈市漁業協同組

合のほうではそのようなお話があったのではないかな

と、そのように推測してございます。 

 また、市の補助金というお話がありましたけども、

この施設を改修するに当たっては、考えられる国庫補

助の交付金事業がございます。それは補助率は２分の

１となってございます。それらの具体的な計画が上が

ってきた際には検討すべきものと、そのようにとらえ

ておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  洋上風力発電に

つきまして、市としても早期に早目早目に対応するべ

きではないかというお尋ねでございますが、現在、県

のほうで研究会についてどのような構成メンバーでい

くのかといったあたりなども含めまして検討してると

伺ってございます。当市といたしましも、先ほど市長

から答弁を申し上げたように、この研究会に参加いた

しまして、洋上風力発電をするに当たって、当市にど

のようなメリットがあるのか、またデメリットがある

のかといったあたりをその研究会の中で検討してまい

りたいと思います。いずれ、時期を失っしないように、

県と一緒になって取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  大尻川原屋敷線の整備にか

かわってのご質問をいただきました。ただいま議員か

らもお話のとおり三陸沖の地震、これが宮城県沖の地

震でありますけれども、10年以内に70％の確率に高ま

ったというふうな情報もございます。そういった意味

では津波による通行止め、こういったことが想定され

ますので、我々としては、この代替路線として大尻川

原屋敷線の整備に鋭意取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

 それで、大尻地区の工事の進捗でありますが、現在、

完成年度を24年度を目標に今進めているところであり

まして、現在800メートルほど、暫定延長を含めて800

メートルほど工事が進んでおりまして、大体進捗率が

67％になってございます。 

 それから、立石から宇部地区にかけての路線であり

ますけれども、全体計画大体4,000メートル、3,900

メートルございますけども、概算の事業費を12億円と

いうふうに見込んでございます。いずれ、昨年度から

測量調査を実施しておりますが、この測量調査につい
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ても鋭意努力して、早期の調査が終わるよう努力して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  いじめの問題についてお答

えを申し上げますが、議員さんのほうからはいじめに

対する実態ということ、それから、それについて防止

対策を真剣に考えてるのかといったようなご質問でご

ざいましたけれども、まず、いじめの件数でございま

すが、これは議員さんもお分かりのとおり、いじめら

れたといういわゆる基準というのも言葉が変なんです

が、どういった場合がいじめになるのか、それは個々

にその子供たちが感覚によって、いじめられたという

感覚を持つ場合もあるし、そうでない場合もあるわけ

でございます。これはそういったことでその件数の把

握というのは難しい部分もあるわけですけれども、現

在、私どのもほうでとらえておりますいじめの件数、

いわゆるこのいじめの件数というのは、私はいじめら

れたと認識をしたという件数でのものでございますが、

平成21年度で68件ということで、数字としてとらえて

ございます。22年度についてはまだ学校が始まったば

かりでございまして、現時点ではそういったものにつ

いてはないというふうにとらえてございます。 

 それから、いじめの対応でございますけども、これ

はいわゆる簡単に言いますと、子供たちが自分たちの

認識・常識の中での判断といじめられる側ですか、も

う一方の側のほうの子供たちとの感情のずれみたいな

ものから始まってくる部分もあるわけですし、それか

らそれ以外の家庭生活でストレスを感じたり何かとい

うのもいろいろとあるわけでございます。 

 これの対応策としましては、まず校長会議、それか

ら生徒指導研修会なんかで、いわゆる学校経営の充実

の中での取り組みとして対応していかなきゃいけない。

それから教育相談の活動、あるいはそれぞれの個に応

じた指導というふうなことで、校長会議等でもいろい

ろとお願いをしてきたところでございます。また、い

じめの防止に向けた生徒指導、これについての資料等

も作成しながら、各学校に具体的に改善充実をお願い

してきたといった取り組みもしてございます。 

 このいじめに関しては、子供たちの心理、これらを

しっかりとよくつかむということがまず基本になって

まいります。これからも、先ほど申し上げましたよう

に校長会議あるいは生徒指導等の観点から、特にこう

いったいじめ等発生しないように、また努力を積み重

ねてまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ４番泉川博明君。 

○４番（泉川博明君）  久喜漁港の荷さばき所の件に

ついてでございますが、いろいろ答弁をいただきまし

たが、今年度はもう間近にウニ漁が迫っていますので、

改修等も難しいのではないかなと思うところでござい

ますので、何とか、いろいろご意見をいただきました

が、改修に向けて、食の安全のためにも、市といたし

ましてもご尽力くださればありがたいものだなと思い

ますので、ご返答をくださるようお願いを申します。 

 それから、大尻川原屋敷線についてでございますが、

これは本来であれば立石平沢間の道路が防災の面から

申しましても も重要な路線であると私は思っており

ます。ですが、現在のところ筆界未定の土地が多数あ

り、整備は困難であると答弁をいただいた経緯がござ

います。このことから申しましても、多額の経費がか

かるとは思いますが、早期完成をするべきと思います

ので、再度答弁をお願いします。 

 それから、教育行政について答弁をいただきました

が、22年度におきましては、まだ始まったばかりなの

でいじめのあれはないということでございましたが、

私の仄聞しているところによりますと、実際にあった

ことは間違いないわけでして、これ以上は申しません

けれども、よくその辺を把握して、子供たちが楽しく

通える学校づくりをしていただきたいなと思っており

ます。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  水産物の荷さばき施設

の改修につきましては、ただいまの議員のご趣旨を久

慈市漁業協同組合にお伝えしてまいりたいと思ってご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  大尻川原屋敷線の整備にか

かわってのことでありますが、確かに平沢から立石に

通ずる道路、これは防災上も非常に必要な重要な路線

であるというふうに認識しておりますが、議員ご指摘

のとおり筆界未定が各地にございまして、なかなか整
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備が進まない、そういった状況でございます。 

 そういったこともありまして、現在進めております

この大尻川原屋敷線、この整備に向けて鋭意努力して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  いじめの件についてでござ

いますが、議員さんおっしゃるところの現在の22年度

に入ってからの実態については、まだ私のほうは聞い

ていないところでございますが、まずいずれ、これか

らも子供たちの状況の把握、これをしっかりとする、

そのためのポイント等についても各学校、全教職員に

対し、その資料等も配布しながらその把握に努め、そ

して改善、そして防止に努めてまいりたいというふう

に思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ３番上山昭彦君。 

○３番（上山昭彦君）  それでは、泉川議員の質問に

関連いたしまして質問させていただきます。 

 まず、質問項目の４番目と６番目、12番目の（２）

の３点について関連質問させていただきます。 

 一つ目は４番目、火葬場の建設についてでございま

す。 

 国道45号沿いの夏井町鳥谷地内の民間野球場という

ことでお聞かせいただきました。まだ決定していない

のではと思っております。広域的に見まして、各市町

村が利用しやすくて交通アクセスにもよいというお話

いただいた場所が適地のようにも思われますが、交通

量の多い国道のすぐそばでありますし、景観的に少し

そぐわないようにも思います。住民の皆様のご意見な

どはお聞き取りになられているのでしょうか。説明会

等が行われているのであればどのようなご意見があっ

たか、それに対しまして市としてどのようにお考えに

なっているのか、お伺いをできればと思います。 

 二つ目は質問項目の６番目、クラウドコンピューテ

ィングについてでございます。 

 クラウドコンピューティングという言葉については

余りお聞き及びにならない方が多いと思いますけれど

も、 近、新聞などのメディアでも取り上げられてい

ることが多くなっております。 

 クラウドコンピューティングを簡単にご説明いたし

ますと、市役所等の仕事に必要なコンピューターのソ

フトウエアを、インターネットなどを通じまして別の

自治体などと供用してコスト削減を図るというもので

ございます。 

 ご答弁いただきました内容では、当市においてはク

ラウドコンピューティングについて、国の実証実験を

踏まえまして新たな可能性を探るということでござい

ました。市役所においては、各種住民サービスや住民

情報の管理、課税や財務などさまざまなコンピュー

ターで行う情報処理システムの多くが、自前にソフト

を購入して利用していると思われます。法律が変わる

たびにプログラムの変更や日常に係る管理などを考え

ますと、３割から４割の経費削減になるとも言われて

おります。 

 そのクラウドコンピューティングは、当市における

財政難が続く中でコスト削減になる方策の一つではな

いかとも考えます。例えば当市において年間にかかる

情報処理システムを運営するために要する費用が、総

務管理費の中の総合行政情報システム経費とか内部事

務系システム経費のあたりになると思いますけれども、

本年度の総額で見ますと約１億円ほど予算計上されて

おります。これが全部削減できる対象ではないと思い

ますけれども、クラウドコンピューティングを導入す

れば、かかる経費を幾らかでも、何百万円単位になる

かもしれませんけれども、削減できることも考えられ

ます。積極的に導入するように研究に取り組んでいた

だく必要を提言いたしますが、これらを踏まえまして

どのように考えるか再度お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 三つ目は、質問項目の12番目の産業振興についての

（２）ジオパークについてであります。 

 ジオパークについては、３月定例会におきましても

取り上げさせていただきました。独自に人員を配置い

たしまして調査を行っていただけるということでござ

いました。答弁では。２月初めには沿岸南部の３市町

の各首長が一緒になりまして、ジオパーク研究を積極

的に展開しまして、県の担当者も連携を行いたいとい

う報道がなされているように、岩手県におきましては、

それほど大きな予算ではございませんが、事業として

進めておりますジオパーク研究会では、本年度末の

終報告取りまとめに向けまして活動を進めている中で、

久慈地域においても９月ごろまでにはワークショップ

を開催する予定となっているようでございます。 
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 この研究会には久慈市からもお一方、学識経験者と

して委員に委嘱されておりますが、その委員との勉強

会やワークショップに向けての準備など、ジオパーク

構想からジオパークの認定に向けまして、市独自に行

う調査の発表とか、あわせ、地域の理解や協力体制を

早目に立ち上げていくべきものと思っております。 

 ジオパークについては各方面からかかわっていかな

ければならないものと考えますが、地域の活性化に具

体的にどの程度の波及効果があるかと言えば、現時点

では考えられることは県からの予算的な後押し、学会

誌や機関誌等への記載、掲載、リーフレットやパンフ

レットなどを通じてＰＲできる、専門機関等が紹介す

る解説書なども出版されるというようなことが考えら

れます。 

 当市の教育環境や観光振興に直接結びつくことが考

えられます三陸地域のジオパーク構想を、市として積

極的に取り入れて活動していく必要性を感じますが、

現在、調査活動で具体的な取り組みなど行っていまし

たら、ご所見を含めてお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  クラウドコンピュー

ティングのご質問ちょうだいいたしましたけれども、

議員ご提言のとおり、さまざまな面でメリットがある

やにも伺っておりますが、ただ、これにつきましては

各自治体の業務そのものの特殊性が反映できるかとい

うと、また難しい面もあるというふうにも伺っており

ます。 

 いずれにいたしましても、これの導入につきまして

は、ぜひ勉強を進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 なお、今年度につきましては、実は自前のソフトを

使ってさまざまなサービスを提供してるわけですが、

ここのところで汎用性のあるパッケージソフトの導入

を23年度予定しておりまして、そこのところで経費節

減を図ってるという実態もございます。 

 いずれにいたしましても、このコンピューター関係

のハード・ソフト両面にわたった経費節減には鋭意努

めてまいりたいと、こういうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  久慈地区火葬場につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 久慈広域連合では、構成市町村からの推薦候補地を

中心に選定を進め、電気等のインフラ整備が整ってい

ること、造成工事が容易であること、交通アクセスの

利便性が高いなどを総合的に勘案して、夏井町鳥谷地

内の民間野球場用地を候補地として選定したと久慈広

域連合から伺っております。 

 次に、国道沿いに建設することにより、景観上どう

なのかということでございますが、これについては、

植樹や植栽などにより、景観上も配慮された施設とな

ると思われますが、ご意見については久慈広域連合に

お伝えいたしたいと思います。 

 次に、住民説明会についてでございます。侍浜町北

野地区、保土沢地区住民、及び侍浜町地区の町内会長

さん方を対象とした住民説明会を５月26日に開催し、

54名の参加があり、この候補地に対しての賛否両論の

意見があったということを伺っておりますが、その具

体の内容については承知しておりませんので、ご了承

願います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からジオパークのご質問にお答えをしたいと思います。 

 議員のほうからもお話のあったとおりでございまし

て、近年では、国内はもとより世界的に地層・地質、

こういったものに関心のある方が大分増えてきてると

いうようにも聞いております。また、先ほどもお話あ

りましたように、岩手県でも三陸海岸全体を三陸ジオ

パークとして認定を受けようと、こういうことで取り

組んでいると、このようにも聞いておりますし、また

進んでる状況にございます。 

 そういった中で、議員お話のように、委員もお一人

久慈市からも入っております。さらには、オブザー

バーとして市職員もその研究会のほうに出席をさせて

いただいているというようなところもありますので、

先ほど市長からもご答弁申し上げましたが、市としま

してもこの国の緊急雇用対策事業を使いまして雇用を

し、いわゆる地質・地層等について調査研究を進めて

まいりたい、そして県との連携を図りながら、この認

定に向けて取り組んでまいりたいと、このように考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  ３番上山昭彦君。 
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○３番（上山昭彦君）  丁寧なご答弁ありがとうござ

いました。火葬場につきましては、景観を考えたつく

りをされるんではないかというお話もありましたが、

もう少し奥のほうにもし、例えば侍浜地区であれば植

樹をしなくても建設できるような場所等もあるように

も聞き及んでおりますが、その辺の考えもお聞かせい

ただければと思います。 

 それでは次に、質問項目の１番目と14番目の教育行

政の（４）の二つに関連しまして質問いたします。 

 一つ目に、一番初めですが、新市の「花・鳥・木」、

花鳥木でございます。こちらは市民の声を反映して、

明年の３月の記念式典までに制定するということでご

答弁いただきました。新市の「花・鳥・木」、花鳥木

につきましては、そろそろ制定する時期であるとも思

っておりました。旧山形村がレンゲツツジ、ヤマドリ、

シラカバでありまして、旧久慈市はツツジ、ウグイス、

イチョウでありました。多くの市民のご意見があると

思われますけれども、市民のアンケート調査などを行

い、だれもが新久慈市をイメージできる花鳥木を制定

していただきたいものと思っております。 

 そこで、この３種類のシンボルに加えまして、海を

持つ久慈市といたしまして、市の魚も加えたらいかが

でしょうか、ということでございます。自然豊かな山

があり、里があり、海がありの久慈市でございますが、

海のものがシンボルとして入ることにより、より新市

としてのアピール度が高まるのではないかと思います

が、考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 二つ目に、「あーとびる麦生」についてであります。 

 ご答弁によりますと、土地建物無償で、あとは有効

な補助金の提案ということでお聞かせいただきました。

民間団体が運営しております施設とはなりますけれど

も、規模が小さいとはいえ、閉校されました校舎とい

うことで利用しております「あーとびる麦生」でござ

いますが、開館が週に２日とはいえ、通常の民家とは

違いまして、維持管理費が相当な金額になることが懸

念されます。県内外の多くの作家が提供する作品を鑑

賞できる久慈市の芸術の拠点として位置づけるのであ

れば、市としてもう少しのかかわりを持ってもいいの

ではないかと考えます。どの程度までの支援ができる

ものであるか、再度お考えをお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  花鳥木の制定にかか

わりまして魚を加えてはどうかというご提言ございま

した。いずれにいたしましても、３月の記念式典まで

には花鳥木については制定してまいりたいと考えてお

りますが、魚の制定につきましても、これはいろんな

機会をとらえて、市民の皆様のご意向等をとらえなが

ら検討してまいりたいというふうに考えております。 

 なお、魚につきましては、岩手県はサケ、それから

宮古もサケというふうに、お魚を制定してるところは

県内で県を含めて三つ程度というふうに承知しており

ますが、そこのところもぜひ考慮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（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  火葬場についての候

補地にかかわってでございますが、今後、地域住民か

らの意向等も含めて総合的に検討すると、そういう予

定であるということで、久慈広域連合のほうから伺っ

てございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  「あーとびる麦生」の運

営経費の支援ということでございますが、「あーとび

る麦生」ですけれども、画家らが滞在できる宿泊施設

も備えた総合的な芸術施設ということで始められたわ

けでございます。 

 教育委員会といたしましては、文化レベルの向上と

か、地域の活性化とか、教育の向上などの観点から、

土地と施設に対しては無償貸し付けをしたということ

でございまして、運営経費に直接的な経費につきまし

ては、「あーとびる麦生」さんが年会費等で捻出する

というふうなことでございます。 

 いずれにいたしましても、今年度といいますか始ま

ったばかりでございますので、その経営内容等を見な

がら、できる限りの支援はしてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ５番木ノ下祐治君。 

○５番（木ノ下祐治君）  それでは、泉川議員の質問

に関連いたしまして、私も何点か質問させていただき

ます。 

 初は質問しないで通そうかと思ったんですが、火
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葬場の建設について、私が侍浜町北野地区ということ

で、私は当事者の議員になりますので、大変この取り

扱いについては困惑しておるところでございます。い

かに取り扱ったらいいものかと悩んでおりますけれど

も、たしか先ほど部長からお話があったとおり、我が

部落で説明会等も行われております。ただ、北野全体、

我が部落の全体的な考え方としては、公共施設であり、

だれしもがお世話にならなければならないということ

で、大きな反対はするわけにはいかないだろうなあと

いう部分が結構ありますが、ただ、侍浜町からの、我

が北野の部落から一歩離れますと結構反対があるんで

すよ。いわゆる、今、球場の跡地ということで建設を

予定したいという考えなようでございますが、余りに

も、いわゆる便利はいいことは確かにそのとおりなん

ですが、便利がよ過ぎるために、逆に通りに面してい

過ぎるということで、私のところにも随分と反対の意

見等がありまして、私も困っているんです、正直なと

ころ。かといって、当局側の考えも理解できないわけ

ではないし、そういった点で困ったなとそういうこと

がありまして、その辺のところの、部長等は直接の当

事者でないわけですから、広域連合ということになり

ますからあれなんですが、その辺はわかっての話です

が、ただ市長は連合長ということで、代表ということ

になりますので、その辺の絡みもありますから、そう

いった点をよほど慎重に考えていただかないと、私も

当事者として本当に困りますので、その辺のところの

配慮もお願いしたいなと思っております。その考え方

についてもご答弁いただければありがたいです。 

 次は、林業振興について。国産材の需要拡大という

ことになるわけですが、この辺に入りますといろいろ

と久慈だけの問題でなくなってきますので、問題がと

いうか課題が大きな課題になってきますので、部長さ

んも答弁に苦慮すると思いますけれども、私をあんま

り見つめないでください、私も大変困るんですが。そ

ういった状況で、実際、先ほどの答弁では県のほうの

補助等の話もございましたが、しかしそうはいっても、

久慈市独自の私は見るとそういった施策といいますか、

そういう対策等については何らその辺に、独自のです

よ、県の補助金なり、その辺の関係は私も理解してる

んですが、その辺だけじゃなく、久慈市独自のもう少

し新たな施策があってもいいではないかなと。私はこ

ういったことはいわゆる二番せんじであれ、どこの市

町村でやってるから私のところではというそういう問

題ではないと思っておりますので、まずそれと。 

 次、森林整備について、ここは、いわゆる当局の担

当部署だけじゃなく、当局の皆さんすべて私はこれは

認識しておく必要があると思うんですが、今木材の供

給の何を今産業界でこれを求めているかと、そういう

部分になっていくわけですが、現在、大きなその流れ

が起きてきてるのはいわゆるカラマツなわけです。こ

れが産業界でも輸入材が規制されてきてるために、ど

うしてもカラマツ材が必要であると。そういった観点

から、ここ10年ぐらい前まではこういう状況になると

はあり得なかったんですが、想定できなかったんです

が、ところが、ここ数年来、今まで戦後植林されてき

ましたカラマツがどんどん伐採され始まっていると。

このままいきますと間違いなく資源が枯渇してしまい

ます。早急にこれを手を打たないと、いわゆるある程

度の林家の皆さんは気がついてるようなんですが、そ

してそのカラマツの植林もされ始まっております、確

かに。しかしながら、カラマツの苗も足りない状況に

なりつつあると。業界の流れがそういう状況になって

きてますから。ですから早急にこれは手を打たないと、

戦後約60年間植林しましたから、まだ15年や20年はあ

る程度まではいいでしょうけれども、ところがその先

がもう全く資源がもう枯渇してしまうと。そういう状

況にあるんだということを皆さんに認識していただき

たいと。早急にこれは手を打たないとおそくなります

よ。そういったことを皆さんに、状況はそういう状況

になっているんだということをお知らせしながら質問

しておりますので、その辺のところもよろしくお願い

いたします。 

 あとは、県道整備について。これは毎年、年に１回

か２回は質問してるわけですが、本年は橋梁の基礎の

部分ですか、その部分を工事に着手するようなんです

が、橋梁の基礎の部分は大体、先ほどの答弁でわかっ

たんですが、果たしてこれは橋がかかるまで大体何年

ぐらいかかるんですか。橋の部分が一番大きい工事に

なるわけですよね。多額の工事費になるもんですから、

なかなか難しい部分があると思うんですが、それにつ

いてもお願いいたします。 

 市道整備については、市道深田長根線、これはいわ

ゆる今まで何人かの議員がこれを取り上げてきてるわ

けですが、やっと重い腰を上げていただいたなと、そ
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ういうことでありがたいなとは思ってるんですが、測

量は何か終わったようなんですが、今年用地だがその

場所、説明があるということなんですが、これは説明

で大体建設にというか始まるのはいつ頃になるんです

か、見通しとしては。それについてご答弁お願いいた

します。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  火葬場の建設に関ってご質問

がございました。現在、私はこの議場には久慈市長と

して出席をさせていただいております。 

 ご承知のとおり久慈広域連合は、久慈市そして洋野

町、野田村、普代村の４市町村で構成をされている独

立した団体でございます。したがいまして、私からは、

議員からそのようなお話があったということをお伝え

を申し上げたいというふうに思っておりますが、その

際、当然に、ご指摘のありました景観への配慮、ある

いは自然環境への配慮、それから渋滞等を含めて交通

安全への配慮、これらはしっかりとなされるべきもの

であろうと思っております。そのことについてもしっ

かり私の考えを広域の構成自治体等々に伝えてまいり

たいと。それから、地域の方々に対してしっかりと説

明をするようにと、このことについても配慮するよう

にということを伝えてまいりたいと考えております。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私から、国産材の利用拡大

に関って、市独自の施策をというふうなことでありま

すけれども、現在、市長からも答弁申し上げておりま

すが、県の事業として住みたい岩手の家づくり促進事

業等を実施をしているところでありますが、一方、国

のほうでもこの５月に国会において、公共建築物木材

利用促進法が成立をしたところでありまして、その内

容でありますが、公共建築物等への国産材の活用、あ

るいは道路等のガードレールとか高速道路の遮音壁等

についても、利用を促進するというふうな内容のもの

でありますけれども、いずれ今後、この法律の中にお

いて、全国的に国産材の利用拡大ということを国のほ

うでも推進をするというふうなことでありますので、

それらについても市としても十分に注視をしながら、

今後、市としてどういうふうな国産材、地元材、県産

材等の利用拡大について、どういう施策がいいのかと

いうことについては、具体的には検討してまいりたい

というふうに考えておりますので、ご理解をいただき

たいというふうに思います。 

 以上であります。 

○建設部長（晴山聰君）  県道整備にかかわって本波

工区の工事の関係でありますが、県北広域振興局によ

りますと、一応、市長からもご答弁申し上げたとおり、

平成26年度を完成を予定してるということであります。

今年度の後半になりますけれども、橋梁の発注をした

いというふうに聞いております。今年度から橋台等の

工事を始めたいというふうに聞いておりますので、順

調に進んでいるものと思っております。 

 また、このたびの経済対策等々で、結構な予算が多

くやられているということも聞いておりますので、そ

ういった点では事業の進捗が図られるというふうに考

えております。 

 それから、市道深田長根線でありますが、市長から

もご答弁申し上げましたとおり、今年度は昨年に引き

続き、測量調査と詳細設計を進めてまいりたいという

ふうに思っております。その後に地権者の方々に対し

て計画の説明会を実施し、早ければ来年度から工事を

進めたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  カラマツの枯渇につい

てでございますけども、５月に私、現場を回って見て

まいりました。先ほど議員がおっしゃるような事態が

生じているんだろうと、そのように考えてございます。

今後におきましては、関係機関・団体等と連携を図り

ながら、その対策について検討してまいりたいと、そ

のように思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ５番木ノ下祐治君。 

○５番（木ノ下祐治君）  林業振興について、部長か

ら認識をしているという答弁がございましたが、いず

れにしても、早急に手を打たないと大変な事態になる

なあと。林業というものはいわゆる１年、２年でこれ

はどうになるものでもない。いわゆる昔から百年の体

系と、そう言われるのがこの林業業界の流れなわけで

す。ですから、いわゆる今年度中にでももう早急に手

を打つと、そういうことがこれからの100年を支える

わけですから、そういった認識をぜひとも皆さんで共

有していただきたいなと、そのように考えております
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ので、よろしくお願いいたします。 

 それと、県道についてなんですが、26年度に完成予

定ということで、大変な努力をいただいているところ

でございまして、感謝を申し上げます。できるだけ計

画どおりにいくように、その辺のところの話し合いは

きちんとなさっていただければ幸いと考えますので、

その辺について再度答弁をお願いしたいと思います。 

 深田長根線についてはもう来年度、早ければ来年度

あたりには着手はしたい、始めたいということですの

で、いわゆるあの路線は私らもよく通るわけですが、

大型車が通れなくて本当に困ってるんですよ。あれを

たったあの路線のためにぐるっといわゆる一回りしな

ければならないんです。市内までおりて。たったそこ

の１キロがために。そういった点がございますので、

いわゆる生活道というか林道というか、市道ですわね、

市道なわけですが、そういうたくさんの人数の方が通

るわけじゃないんですが、どうしてもなければ困る路

線ということでございますので、計画どおりに工事が

なされるように配慮をお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  カラマツについてでご

ざいますけども、先ほどの答弁の繰り返しになります

が、関係機関・団体等と連携を密にして取り組んでま

いりたいと思います。それとともに、私自身、現場第

一主義として勉強してまいりたい、そのように考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  本浪工区の工事の早期の完

成に関ってでありますが、これにつきましては、岩手

県に対する、知事に対する要望等におきましてもお願

いをしてまいりたいというふうに思っております。 

 それから、深田長根線につきましては、いずれ、工

事の延長そのものは1,000メートルということであり

ますが、予算のこと等もありますが、いずれ鋭意努力

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（宮澤憲司君）  12番澤里富雄君。 

○12番（澤里富雄君）  泉川議員の質問に関連して何

点かお伺いをいたします。 

 質問項目の７番ですけども、子宮頸がん予防ワクチ

ンについてであります。先ほどの答弁で、国の動向を

見守りながら検討するということでありましたが、国

の助成の検討には時間がかかる可能性があることから、

隣の野田村ですけれども、子宮頸がんと細菌性の髄膜

炎、両ワクチンの接種費用を県内で初めて無料化に踏

み切ったと報道がありました。 

 子宮頸がんは若い世代に増加しておりまして、進行

すると命にもかかわると言われておりますけども、こ

れは少子化解消のためにも早期に投与しまして、予防

効果を高めるべきだと思いますけども。先ほどの答弁

ですけどもこれからアンケート調査し方法を検討する

と答弁がありましたけども、対象者は11歳から14歳ぐ

らいの女子と言われておりますけども、大体、当市の

対象人数というのはどれくらいあるのかお伺いをいた

します。 

 それから、質問項目９番の口蹄疫対策でありますけ

ども、宮崎県の口蹄疫問題は終息したかに見えました

けども、再び発見されまして、大きな問題となってお

りますけども、本県でも宮崎県と並ぶ全国有数の畜産

県でもあります。全国に感染が波及するおそれも払拭

できていない状況にあるわけですけども、先ほどの答

弁でもありましたが、本県では感染報告がないわけで

すけども、消毒が第一と認識されまして、消石灰の無

償配布がされたということでありますが、こういった

消毒等徹底した予防策を継続しまして、家畜の小さな

変化にも監視の目を光らせるべきと思いますけども、

宮崎県では今回、対応できる獣医師ですか、それから

防疫員といいますか、獣医師にかかわるようなそんな

方々の不足が問題となり、感染が広まった原因の一つ

でもあると言われております。当市におきましても、

今回のようなこの感染病が蔓延した場合、さまざまな

家畜の病気に適切に対応できる獣医師等の確保あるい

は体制は十分にあるのかどうかお伺いをいたします。 

 それから、13の（２）ですけども、市道整備の大尻

川原屋敷線であります。この路線は一本道で非常に狭

隘、特に川原屋敷側のほうですけども、狭隘でカーブ

が多い路線であります。先ほどの答弁で3,900メート

ル、12億円ほど見込まれるということでありましたけ

ども、この改修整備には拡幅あるいはカーブの解消、

こういったのも行われるのかお伺いいたします。 

 また、この路線は先ほど泉川議員からもありました

けども、災害時、緊急道路として野田長内線の代替道

路としても極めて重要な路線であります。したがって、
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一日も早い改良整備が必要でありますけども、先ほど

の答弁では、大尻側は平成24年に完成見込みというこ

とでありますが、この川原屋敷側の完成見込みはいつ

ごろ予定しているのかお伺いをいたします。 

 それから、14の（２）の給食センターについてであ

ります。新給食センターは、衛生管理が徹底した 新

機能を有するすばらしい施設で学校給食が行われてる

とありました。先ほどの答弁で１日4,000食の能力が

あり、現在3,600食が提供されているということであ

ります。400食分ぐらいの余力があるとのことであり

ます。 

 これもお隣の野田村ですけども、学校給食センター

に余力があることと、それから久慈工業高校からの利

用希望があり給食の提供を始めたと報道がありました。

また近隣では洋野町では大野高校あるいは種市高校、

葛巻町では葛巻高校、伊保内高校でもそれぞれ副食の

提供を受けているということであります。弁当をつく

る保護者の負担軽減、あるいは地場産品の消費拡大や

ら食育の推進からも、保護者から大変好評・歓迎され

ているということであります。また、このことによっ

て雇用の拡大にもつながるものではないかと考えられ

ますけども、当市のこの高校への給食の提供の考えが

ないかお伺いをいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは私のほうか

ら、子宮頸がんに係る予防接種の対象見込みについて

の人数についてお答えを申し上げたいと存じます。 

 対象につきましては10代前半が好ましいと一般に言

われているところでございます。議員今、野田村の例

を出してお話になりましたが、野田村と同様、小学校

６年生女児を対象といたしますと181名ほどになりま

す。なお、実証する当該年度に行うとすればフォロー

アップするキャッチアップするという観点から、幅広

い年代をとらえるということも必要かということには

なろうかとは思いますが、仮にそういうような状況を

想定すれば、小学校６年生から中３までであれば755

名というような状況になっているところであります。 

 先ほど市長のほうから答弁を申し上げましたように、

現在、これらの予防接種に係るアンケート調査そして

対象者の把握、それから助成の方法のあり方について

は、国の動向等を見極めながら検討してまいりたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解をお願いいた

します。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  口蹄疫にかかわって獣

医師の人数が十分なのかとのご質問でございましたけ

ども、宮崎県の例、あのような被害であれば恐らく不

足、私専門家でありませんが不足しているんだろうと

思われます。というのは、岩手県は宮崎県と並ぶ日本

のまさに畜産王国県でございますので、宮崎県に派遣

になっている獣医師の状態を考えると、恐らくは岩手

県でも不足しているのではなかろうか、そのように思

っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  大尻川原屋敷線の工事にか

かわってでありますが、線形等の修正といいますか、

カーブのきついところは線形を修正していくという形

をとって、とらえております。それから幅員について

は現道よりも広い５メートル程度の幅員を考えたいと

いうふうに思っております。 

 現在、その測量調査を実施しているわけであります

が、これは先行させまして、それが終わった後に今度

は道路の線形の詳細設計等々やってまいりますので、

この路線について、いつから工事着工していつまでと

いうふうなところまではまだ詳しい計画までは立てて

おりませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  給食センターの給食を市

内の高校に拡大できないかという質問でございました

が、確かに高校生の保護者の方の要望もあるのだろう

と思います。また、食育の面からあるいは雇用の面か

らということでございますが、先ほども申し上げまし

たとおり久慈市の給食センターの余力400食程度とい

うこともございますし、また旧山形村の給食も余力は

100食程度ということでございまして、現在の久慈高

あるいは久慈東高合わせて1,200人程度ということで

ございますので、余力では対応できないものと考えて

おりますので、ご理解願います。 

○議長（宮澤憲司君）  12番澤里富雄君。 

○12番（澤里富雄君）  先ほどの子宮頸がんの件であ

りますけども、小学校６年生だと181名あるというこ
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とであります。これにかかわって１人五、六万という

ようなことを言われておりますけども、ぜひこれが予

算化できればということであります。 

 また、この子宮頸がんの受診率ですけども、これは

20％台と非常に低いと言われております。またワクチ

ンで防げるがんは 大でも70％とされておりますけど

も、一番検診によるやっぱり早期発見が制圧には不可

欠と言われておりますけども、そのことからこの検診

とワクチン接種、両方を強く推進すべきと思いますけ

ども、そこで、当市の受診率というのはどれくらいあ

るのかお伺いしたいと思います。 

 また、先ほどの答弁でもありましたけども、国の動

向を見極めてというようなことでありますけども、こ

れは非常に時間がかかるということでありますので、

無料化ができないのであれば一部でも助成すべきでは

ないのかなと思いますけども、再度答弁をお願いいた

します。 

 それから、９の口蹄疫対策でありますけども、昨年

６月ですか、平庭高原の闘牛場において全国闘牛サミ

ットが開催されまして、全国から3,000人以上の来客

があり、成功裏に終わりましたけども、同じ牛にかか

わるまちとして、宮崎県の今度の口蹄疫被害への義援

金の支援とかというのは考えていないのかお伺いをい

たします。 

 あと、市道整備の大尻川原屋敷線ですけども、これ

はまだめどが立たないというようなことで、完成年度

についてはめどが立たないということなようですけど

も、ぜひ、これは大尻側からだけでなく、川原屋敷側

からも、ぜひ一日も早く着工していただきたいと、こ

のように再度お願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  子宮頸がんについてでありま

すが、先ほどの本質問においてお尋ねがあった際に私

はこのように答えております。子宮頸がんは唯一予防

可能ながんと言われております。したがって、現在、

ニーズ把握のためのアンケート調査などを行いながら、

対象者及び助成方法などの検討を行っているというこ

とをまず前段にお話をさせていただきました。したが

って、この方針に基づいて検討してまいりたいという

ふうに思っております。 

 なお、国の動向等をも注視しながらとこう申し上げ

たのは、現実問題として予防接種法の改正、これが検

討をされているという段階であります。したがって、

どのような法改正になるのか、これはやはり市当局と

しても注視していくことが必要不可欠であると、こう

いった趣旨から申し上げているところでありますので、

ご理解をお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  口蹄疫対策に関った義援金

の取り組みというふうなご質問でありますけれども、

全国的には消費者団体あるいは農家の団体等で義援金

を募りながら宮崎県のほうにというふうなことは聞い

てるところでありますけれども、市としてじゃあこの

義援金を取り組むのかということについては少し検

討・研究をさせていただきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは私のほうか

ら子宮頸がんに係るご質問の中の受診率について、久

慈市の当市の受診率についてお答えを申し上げます。 

 久慈市の平成21年度の受診率は29.6％ということに

なっておりまして、20年度と比較しますと5.5ポイン

トアップをしているところでございます。ただ、世界

的に言いますと日本の受診率は低いと言われておりま

すので、先ほど議員ご提案ありましたように、頸がん

の検診・受診率も高めていく、それから市長のほうか

らも答弁ありましたように、助成の方法等についても

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。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  大尻川原屋敷線の工事にか

かわってでありますが、先ほど申し上げましたとおり

大尻地区についての完成年度目標を今、平成24年度に

置いているわけであります。現在、川原屋敷地区のほ

うから調査を実施してございます。この大尻地区の事

業が終了すれば、その事業費を今度は川原屋敷地区の

ほうに事業を投下してまいりたいという考え方を持っ

ております。いずれ、今後の予算とのかかわりもござ

いますが、できる限り早く着工できるよう努力してま

いりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君）  それでは、泉川議員の質問に
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関連し何点か質問させていただきます。 

 まず、１番の花鳥木についてです。先ほど関連で上

山議員も海のものを含めたらどうかというふうな意見

が出されました。やはり考えてみりゃ、何で花と鳥と

木だけなのかという私素朴な疑問があります。この三

つに限定する、昔から多分そうなんでしょうけども、

何でこの三つしかないのかなと。やはり久慈市は特に

もそうなんですけども、山・里・海というふうなこと

も考えれば、やっぱり何か海のものがあっても私自身

はアピールのためにも必要じゃないかなというふうに

思いますし、隣の洋野町さん見ても、ウニを主体に人

形等もつくっておりますし、やはり何かあっても私自

身はいいのかなというふうに思いますので、そういっ

た部分では前向きに検討する必要があるのではないか

というふうに思いますので、再度お聞かせください。 

 あと気象情報についてです。これ、同一地区で長年

にわたって観測データをとってるというふうに答弁も

ありますし、また今後も同じところでと。ただ私、先

ほど登壇者もお話をしたとおり、皆さん方も多分そう

と思います。毎日の気象情報を見てれば、いかに久慈

市が寒いのかというふうな印象を持たれております。

極端な例を言えば、ついこの間も盛岡で約30度、その

とき久慈市は何度ですかと見た瞬間、20度いくかいか

ないかで、そんなに本当に寒いのかと言われます。や

はり、ある程度実態に即したような形で、新聞でもそ

うですし毎日の天気予報でもそうなんですけども、あ

る程度実態に即したような温度というのも、私自身は

イメージ的にはどうなのかなというふうな感じもあり

ますので、再度そういった部分に関しての観測地点、

適正かどうかについての考えをお聞かせください。 

 あと次、公用車の自動車事故についてです。これも

指導強化はしてるというふうな答弁でございます。確

かにこうやって見てますと、専決処分での自動車事故

というのは結構出てきているのかなと、私自身も感じ

ております。 

 私のところ個人的な部分で話をさせていただきます

と、会社ではほとんど事故といってもそんなに交通事

故は起きません。極端に言えば。人数的な部分も少な

いんでしょうけども。年に１回あるかないか程度ぐら

い。やはりそれだけ社員もそうでしょうし、交通安全

の確保というかやっぱり交通安全についての認識とい

うのがもうちょっと高くなってもいいのかというふう

に思われます。特にも民間と違いますし、役所として

も役所の職員はというふうな感じで市民感情からして

も見られてしまいます。やはりそういった部分でも、

もっともっと交通安全上の注意をしていくべきではな

いのかなというふうに思いますので、その点について

も答弁ください。 

 あと、市街地の街路灯のナトリウムについてです。

商工会議所さんでは商店街にＬＥＤの街路灯を設置し

たというふうなことで、電気料については従来から見

れば５分の１程度の削減になってるというふうなこと

も私は聞いております。新聞報道でも盛岡ではＬＥＤ

もそうなんですけども、ナトリウムに転換することに

よってＬＥＤよりも光の当たる面積が広いということ

と、去年まで大発生したマイマイガ、ああいうふうな

害虫も寄りつかないというか、そういうふうな予防に

もなってるということでございますので、全部が全部

そういうふうな形で100％私はいいとは言いませんけ

れども、やはりそういった部分をもうちょっと先取り

しながら考えながら、地球に優しい環境づくりの久慈

市としても取り組んではいかがなものかなというふう

に思いますので、その点についても再度お聞かせくだ

さい。 

 次は風力発電について。県で検討してますので、そ

の研究会の中で一緒になって取り組むということです。

何事に関してもそうなんですけれども、県と一緒にな

るというのももちろん連携してやるというのは当たり

前のことだしいいことだと思います。ただそうはいい

ながらもやはり、それで本当にできるかどうかという

部分を考えて、いかに市独自としての考えを持ってる

かというのも私は必要じゃないかなというふうに思い

ます。ただ単に県と歩調を合わせるだけで本当に、例

えばこういった風力発電が現実味を帯びてくるかどう

か、そういった部分を考えると、私はどうなのかなと

いうふうな個人的には疑問符も感じます。やはりやっ

ぱり、何回も言いますけど、市独自として、絶対この

久慈市に誘致したいんだと、持ってきたいんだという

発想でやっていかないと私はまずいのかなというふう

に思いますので、この点についても再度お聞かせくだ

さい。 

 あと市道整備の市道久慈夏井線、これはもう何回も

質問に出されておりますし、いろんな部分で答弁もい

ただいております。いずれにしても地元の人たちから
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すれば、早期の整備ということを望んでおりますので、

もちろん県に代行としてやっていただくのも必要でご

ざいますけども、もっと強力に推し進めていただきた

いなというふうに思いますので、その辺についても答

弁ください。 

 あと教育委員会のほう、いじめ問題等に関してはこ

れは再質問で出されましたけれどもその他もろもろ、

私教職員の質というのもいかがなものかなというふう

に感じます。やはりそういった部分では生徒だけじゃ

なくて教える教職員、教職員の質の向上をもっともっ

と図ってやらないと、楽しいと思う学校づくりという

のはなかなかうまくいかないもんじゃないかなという

ふうに思います。 

 一つの例出せば、人数がかなりいますので教職員の

数も。一般常識からずれてる学校先生もいるというふ

うに我々は認識してる部分もあります。皆さん方もお

話の中ではいろいろ意味で話は聞いてると思いますけ

れども、やはりある程度一般常識を持つような感覚の

教師の育成というのも私は教育委員会として必要じゃ

ないかなと。もちろん生徒もきちんと見なきゃなりま

せんけれども、その前に教師も、いい大人ですから、

そういった部分では指導というのも必要ではないかな

というふうに思いますので、再度お聞かせください。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからは２点ほど

お答えしたいと思います。 

 初めに、気象情報に係る気象観測点が適正かどうか

に関連しまして、市民感情的な部分の話もされました。

私ども、これは議会でも何度か出た経緯がございます

ので気象庁に照会しておるんですけれども、気象庁の

見解といたしまして、観測本来の主な目的といたしま

して、いずれ気象等による災害の防止及び軽減、それ

からやませ等が農作物に及ぼす影響等監視するものが

主目的でありますというふうになっております。 

 それから、観測所の設置におきましても、観測目的

におきましていろんな条件がございまして、地点とか

の別な地点からの距離等もございますし、その位置等

もいろいろあるようでございます。それで、気象庁の

ほうにお聞きしますと、いずれ定期的に点検もいたし

ておりますし、それからデータ等につきましても、周

辺の観測地点からとの比較等で、いずれ正規に正常に

動いているというふうな回答はいただいているところ

でございます。 

 そういうことで、いずれこれ気象庁のほうからの文

書にもあるんですけれども、いずれ市民感情的なもの

で、暑いとか寒いとかというふうな感覚を持つ方もい

らっしゃるかとは思うんですけれども、本来の観測の

目的は市長から答弁申し上げましたとおり、いずれ継

続性も一つの大きな意義であると思っておりますので、

そこについてはご理解いただきたいと考えております。 

 次に２番目、公用車の自動車事故に関ってのご指摘

いただきました。これにつきましても、議会のたびに

いろいろご意見いただいておりますけれども、いずれ

市長からご答弁を申し上げましたとおり、あらゆる機

会をとらえまして、いずれ本当に私ども地方公務員と

して本当に順法精神といいますか、市民の皆様の本当

に手本となるような行動を示すようにということで、

これはもう機会あるごとに市長なり副市長なりそれか

らＯＪＴ等を通じまして、いずれ管理職等が本当に周

知徹底を図ってるところではございます。 

 中平議員さんのほうからは企業規模等の話もありま

したけれども、確かに市役所の関連につきましては台

数もそれから人数も多いもんですから、それは事故の

機会とかそういうふうなのも増えるかとは思いますけ

れども、いずれ事故のまず前触れとなる軽いような、

軽いと言えば語弊がありますけど、いずれ、本当にま

ず違反を起こさないようなということで、市長のほう

から本当に毎回訓示といいますか、そういうふうなこ

とも機会あるごとに話されていますので、これについ

てはさらに徹底してまいりたいと、そのように考えて

いる次第でございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  花鳥木の制定にかか

わりまして、海のものをぜひ前向きに検討するように

というご提言でございますが、久慈市をシンボリック

的にあらわすマークといいますか、そういうことでの

活用が主なものだというふうに考えておりますので、

従来の考え方にとらわれずに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。 

○議長（宮澤憲司君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  洋上風力発電に
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ついて、市独自に進めるべきではないかというお尋ね

でございますが、議員おっしゃるとおり、いずれ、風

力発電を導入するということで、当市にメリットがあ

れば当然それは何よりも進めていくということにはな

ろうかと思いますが、いずれ、この風力発電を導入す

るに当たってはいろんな課題等があるわけでございま

すが、その辺については立ち上げる研究会におきまし

て十分に検討させていただいて、導入の判断をしなけ

ればならないものだと思ってございます。また、洋上

風力発電の導入については行政側だけでの判断でもな

かなか難しいというふうに考えてございます。市内の

関係団体、例えば漁業団体とか商工団体につきまして

も、これらの団体とも十分に情報を共有いたしまして、

総合的に判断をしてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  ２点ご質問いただきました

が、まず街路灯に関ってでありますが、盛岡市の場合

は道路灯といいますか、８メートルから10メートルほ

ど高い照明灯の切り換えをナトリウム灯にはしたとい

うふうには新聞報道で伺っております。 

 市の場合は、市長からもご答弁申し上げましたとお

り久慈夏井線、これは中の橋から久慈東高校の交差点

まで、それからいわゆる病院通りとありますが、この

区間等の92基について照明をかえたわけでありますが、

これは水銀灯からかえたわけであります。その際、ナ

トリウム灯とかＬＥＤですか、こういった照明との比

較をいたしました。それで、その中で も経済的な効

果があると思われるインバーター式の蛍光灯にかえた

わけであります。 

 道路照明灯について久慈市では橋梁等に何灯か設置

されてございます。その数はそんなに多くはありませ

んけれども、いずれ今後、照明の切り換え等について

はいろいろ検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、久慈夏井線の県代行にかかわってのご質

問に対するご答弁でありますが、確かに早期の整備が

図られない状況になってございます。この路線を県代

行あるいは県道昇格にするためには、国の助成基準に

持っていかなきゃならないと、高度な判断をしなきゃ

ならないということで、いろいろとビー・バイ・シー、

こういった評価も県のほうから言われてございます。 

 そういった点では、国から言われていることは、災

害時の国道の代替路になり得る部分とか、救急搬送に

対するものですね、これは久慈病院のアクセスであり

ますけれども、あと、近隣市町村との交流や共有施設、

こういったものとの地域連携に対する移動のルート、

こういった等々いろいろ県からも、どういうふうにそ

の事業のあり方を考えていけば国庫補助等の対象にな

り得るかということで、いろいろと勉強しながら県の

指導をいただいているところでございます。そういっ

たところをいろいろとクリアをしながら、国の事業採

択になり得るような規格の計画をつくり上げてまいり

たいというふうに考えておりますので、どうぞご理解

をいただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  教職員の資質の向上につい

てのご質問いただきましたが、私も学校教育の担い手、

これはまさに教職員であるというふうに思っておりま

して、この方々に熱意と気迫が必要であると。そして

物の見方とか考え方、それから高い学識それから識見、

そして先ほど申されましたような日常の言動、これら

についても子供たちの人間形成に大きな影響を及ぼし

ていくというのは全くそのとおりであると私も認識を

しております。したがいまして、これまでも特に管理

職研修等を通じながら資質・能力の向上あるいは高い

倫理観それから人間性豊かであること、これらについ

てその涵養に努めてまいったところでございます。今

後も校長会議等々それから学校訪問等を通しながら、

さらなる指導をし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（宮澤憲司君）  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10分といたします。 

    午後０時04分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時10分   再開   

○議長（宮澤憲司君）  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、清風会代表、八重櫻
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友夫君。 

    〔清風会代表八重櫻友夫君登壇〕 

○24番（八重櫻友夫君）  私は、清風会を代表し、市

長並びに教育長に通告の順に従って一般質問をいたし

ます。 

 初めに、市政改革プログラムについてお伺いいたし

ます。 

 市政改革プログラムは、毎年５月までに事務事業の

見直しを行ったその成果の取り組み状況並びに実績を

公表されております。平成21年度は 終年度というこ

とで４月に公表されております。つきましては、平成

22年度以降の計画について、考え方をお尋ねいたしま

す。 

 質問の第２は、久慈港の整備計画についてお伺いい

たします。 

 昨年の政権交代に伴い、重要港湾の半数以上が整備

を凍結される方針とのことで、今後は貨物取り扱い量

により選ぶ方針との新聞報道されておりました。しか

し、当市の久慈港の湾口防波堤は久慈市民を津波から

守るためにも大変重要であります。そこでお伺いいた

しますが、今後、久慈港の整備見通しについてお尋ね

いたします。 

 質問の第３は、地上デジタル放送についてお伺いい

たします。 

 平成23年７月24日までにアナログテレビ放送は終了

すると定められておりますが、地上デジタル放送の難

視聴地域の把握と解消対策についてお尋ねいたします。 

 質問の第４は、福祉行政についてお伺いいたします。 

 １点目は、自殺予防対策についてであります。 

 メンタルヘルスサポートセンター設置を掲げており

ますが、その具体的な取り組みと内容についてお伺い

いたします。 

 ２点目は、地域福祉計画についてであります。 

 平成21年度に策定されました地域福祉計画において、

災害時要援護者支援事業及びふれあいサロン事業の現

状についてと、今後の取り組み方についてお尋ねいた

します。 

 ３点目は、特別養護老人ホームの入所待機者対策に

ついてお伺いいたします。 

 初に、久慈管内におきまして特養ホームに入所で

きなく待機している待機者数についてお伺いいたしま

す。また、そのうちの早期に入所が必要な待機者につ

いてあわせてお伺いいたします。 

 次に、岩手県の整備計画にもあり予算計上もされた

と仄聞しますが、小規模の特別養護老人ホームの整備

計画についてお伺いいたします。 

 ４点目は、在宅介護者の支援についてお伺いいたし

ます。 

 初に、市内の在宅介護者の介護者数と、心身とも

に負担を抱えている対象者の実態とその課題について、

どのように把握しているのかお尋ねいたします。 

 次に、介護者を支える仕組みは万全であるのかお尋

ねいたします。 

 質問の第５は、ごみ焼却場並びに火葬場の整備につ

いてお伺いいたします。 

 初に、ごみ焼却場においてのダイオキシン等対策

についてお尋ねいたします。 

 次に、火葬場の整備についてですが、建設場所の用

地交渉等に入っていると仄聞いたしますが、建設場所

決定の見通しについてお尋ねいたします。 

 質問の第６は、農林水産業についてお伺いいたしま

す。 

 １点目は、口蹄疫の発生についてであります。 

 今でもおさまる気配のない宮崎県で発生した口蹄疫

は、感染が確認された牛や豚と同じ畜舎で飼われてい

る場合、無条件で殺処分とのことです。家畜伝染病予

防法に基づいての措置とのことで有無を言わせないこ

の数は５月31日現在で16万4,057頭に上ったとのこと

です。さらに、発生地から半径10キロメートル以内の

家畜はすべてワクチンを接種をした上で殺処分とのこ

とであり、この数はおよそ13万頭と言われております。

そこでお伺いいたしますが、口蹄疫の発生により当市

への影響と今後の取り組みについてお尋ねいたします。 

 ２点目は、林業振興についてお伺いいたします。 

 平成18年に市有林を利用してマツタケ山づくりの農

学博士吉村文彦氏を招いて指導を受けて５年目を迎え

ております。マツタケ山環境整備実証事業実施の成果

についてお伺いいたします。 

 ３点目は、水産振興についてお伺いいたします。 

 桑畑地区の漁業集落環境整備事業の公共桝の新設と

合併浄化槽の整備計画についてお尋ねいたします。 

 質問の第７は、久慈秋まつりについてお伺いいたし

ます。 

 １点目は、交通安全対策と山車運行時の事故防止に
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ついてお伺いいたします。 

 ２点目は、バス発着場所変更への取り組みについて

お伺いいたします。 

 質問の第８は、市街地商店街の活性化についてお伺

いいたします。 

 平成20年４月８日にやませ土風館が開業し、年々利

用者も増加し街なかのにぎわいも見られますが、もっ

と商店街をにぎやかにするためにも、久慈駅前を自由

に観光バス等を乗り入れさせ、駐車場にすべきと思い

ますが、考え方をお尋ねいたします。 

 ２点目は、商店街を活性化するためにも特徴のある

店づくりを推奨すべきと思いますが、考え方をお示し

願います。 

 質問の第９は、通称「誂子平」の整備計画について

お伺いいたします。 

 この場所は小久慈町古山地内にあり、小久慈町民の

共有地であります。以前は小学校の遠足コースでもあ

り、今日では町民の歩け運動のコースとして、参加者

によるとん汁をつくって食べたり、スポーツやゲーム

をして楽しい一日を過ごしている場所でもあります。

また、隣接地には私有林でありますがラジコンを楽し

んでいる市民もおり、海が見えて大変すばらしいとこ

ろであり、山村広場として 適地と思われます。市民

憩いの山村広場として活用すべきと思いますが、考え

方をお尋ねいたします。 

 質問の第10は、市道整備についてお伺いいたします。 

 初めに、市道日吉町宇部線についてお伺いいたしま

す。 

 この路線については、私が登壇のたびに取り上げ20

年目になります。現在、宇部町から日吉町までは完成

し供用開始されております。しかし、この路線は将来

の久慈市発展を考えた場合、大変重要な路線でありま

す。当市の宇部町方面国道45号から小久慈町日吉を通

り、県道久慈岩泉線を交差し、大川目方面国道281号

を結ぶバイパス路線として大変重要であり、市全体か

ら考えてみても基幹となるべき路線であると考えます。

公共事業の抑制基調の中で今後の計画が心配されます

が、都市計画道路下長内旭町線の完成見通しもあり広

美町海岸線の計画もありますが、市道日吉町宇部線の

路線変更も考え、バイパス路線として将来を見据えた

考え方についてお尋ねいたします。 

 ２点目は、市道久慈夏井線の整備についてお伺いい

たします。 

 この路線は、市街地から久慈東高校までは整備され

夏井方面までは未整備区間となっておりますが、県代

行事業として採択されるよう要望されておりますが、

見通しについてお尋ねいたします。 

 ３点目は、市道深田長根線の整備についてお伺いい

たします。 

 この路線につきましては、以前私も現地調査をし一

般質問をした経緯があります。21年から22年度は測量

設計を実施とのことですが、合併当時に質問したこと

を思えば大変喜んでいるところでもあります。そこで

お伺いいたしますが、山形町繋地区と山根町深田地区

を結ぶ市道深田長根線を早期に整備すべきと思います

が、考え方をお示し願います。 

 後に、教育行政についてお伺いいたします。 

 １点目は、生涯学習と社会教育についてお伺いいた

します。 

 生涯学習とは、いつでも・どこでも・だれでも・何

でも、家庭・学校・地域・職場などあらゆる生活の場

において、一人ひとりが自由にみずからテーマを選ん

で自分に合った手段・方法を選びながら、生涯を通し

て学んでいくことであります。個人であるか組織であ

るかを問わず、分野も趣味、教養や資格取得、スポー

ツ活動、芸術文化活動、ボランティア活動など幅広い

領域を含むと言われております。 

 また社会教育とは、学校と家庭以外の場において、

青少年及び成人に対して行われる組織的な活動を指し、

放課後や休日の子供たちの教育活動、地域活動、文化

活動、ＰＴＡ活動なども含まれます。1980年代以降は、

より学び手の視点に立った生涯学習という新しい概念

が台頭し、全国的に使われるようになったとのことで

す。そこでお伺いいたしますが、生涯学習と社会教育

について、具体的な取り組みについてお尋ねいたしま

す。 

 ２点目は、学校再編により増加する空き校舎施設の

活用についてお伺いいたします。 

 まず初めに、基本的な考え方をお尋ねいたします。 

 次に、本年３月をもって閉校となりました久慈高山

形校の利活用対策は進展しているのかお伺いいたしま

す。 

 ３点目は、小久慈小学校のプール建設についてお伺

いいたします。 
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 現在、旧長内中学校の地区プールを利用し水泳教室

を行っておりますが、特にも低学年の生徒にとりまし

ては、往復の距離は大変困難を来しているところであ

ります。そこで、小久慈小学校にプールを建設すべき

と思いますが、お考えをお伺いいたします。 

 ４点目は、市営野球場についてお伺いいたします。 

 現在の野球場は、公共下水道施設用地に目的外使用

となっておりますが、平成20年に国土交通省東北地方

整備局長から、平成26年３月31日まで目的外使用延長

の承認を得たとのことですが、平成28年岩手国体軟式

野球競技を迎えるに当たり、新球場を建設すべきと思

いますが、考え方をお尋ねいたします。 

 以上で清風会を代表しての私の登壇しての一般質問

を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  清風会代表、八重櫻友夫議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、市政改革プログラムについてでありますが、

新たな市政改革プログラムの策定につきましては、平

成22年度から平成25年度までの４年間の計画を、本年

度中に策定することといたしておりまして、現在、個

別の取り組み項目についての検討を行っているところ

であります。 

 今後、個別の取り組み項目等の精査を行うとともに、

現在行っております、市民満足度アンケート調査の結

果を反映させながら、改革の意図する方向性をより明

確化することによって、市民満足度の向上につなげて

まいりたいと考えております。 

 次に、久慈港の整備計画についてお答えをいたしま

す。 

 まず、今年度の事業概要についてでありますが、国

直轄事業であります湾口防波堤整備については、新た

に南堤にケーソン５函、150メートルの据えつけを計

画しているほかに、半崎地区波除堤83メートルの整備

が完了予定であると、国土交通省釜石港湾事務所から

伺っております。 

 次に、県事業でありますが、諏訪下地区の小型船だ

まりの掘込地区への移転につきましては、今年度から

船揚場整備の一部工事が進められる予定と、県北広域

振興局河川港湾課から伺っているところであります。 

 なお、今般、国においては、直轄公共事業の「選択

と集中」の方針を打ち出しているところであり、予算

配分の判断指標として、港湾における取り扱い貨物量

のみが着目されている現状にあります。 

 久慈港の取り扱い貨物量は全国下位に低迷しており

ますことから、今後の久慈港湾口防波堤整備事業は予

断を許さない状況にあります。 

 市といたしましては、先般のチリ地震津波において

クローズアップされた津波対策としての必要性・有効

性、命のとりでとしての機能を果たすことを強調する

とともに、地域経済活性化あるいは国土保全、避泊機

能の向上といった整備効果を、あらゆる機会をとらえ

て訴えていく一方、湾口防波堤の早期完成に向けて整

備が着実に進捗されるよう、関係機関との連携のもと、

引き続き強く要望を重ねてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、地上デジタル放送についてお答えをいたしま

す。 

 地上デジタル放送の難視聴地域の把握につきまして

は、市民からの情報や岩手県テレビ受信者支援セン

ター、いわゆる「デジサポ岩手」において調査を行っ

ておりますほか、市といたしましても、緊急雇用創出

事業により市内各地の難視聴が予想される地域の詳細

な調査を行い、その把握に努めているところでありま

す。 

 難視聴地域の解消対策といたしましては、まず、難

視聴地区の指定を受けた後に、共同受信施設の整備や

高性能アンテナ等の整備を進めるなど、地域の実情に

合わせた対応により、地上デジタル放送への円滑な移

行に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 まず、自殺予防対策についてでありますが、平成17

年の旧久慈市と旧山形村の合計自殺者数22人と比較い

たしますと、昨年は10人に減少しており、これまで約

10年にわたる保健所や岩手医科大学及びボランティア

団体等と連携した、自殺予防対策の成果が発現されて

きたものと考えております。 

 今年度は、さらに市民の心の悩みに応ずる相談窓口

としての仮称でありますがサポートセンターを、この

秋をめどに市保健センター内に設置しようとするもの

であります。 

 その内容についてでありますが、比較的初期段階あ

るいは軽度な悩み事を解消するためのサポートを行い、
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また緊急複雑な相談につきましては、保健所や医療機

関などにつなぐこととし、専門機関と傾聴ボランティ

ア等との中間的な役割を担う相談窓口を目指しており、

現在、開校中のメンタルヘルスサポート養成講座を修

了した方々から、電話相談や対面相談に携わっていた

だくなど、一層の自殺予防対策を推進してまいりたい

と考えております。 

 次に、地域福祉計画における災害時要援護者支援事

業及びふれあいサロン事業についてであります。 

 まず、災害時要援護者支援事業は、要援護者が災害

時に迅速かつ的確に避難できるよう、現在、599人か

ら登録をいただき、その名簿を民生児童委員、消防団

及び地域支援者とともに共有しているものであります。 

 さらに、災害時における要援護者の安否確認、避難

誘導の支援を円滑に行うため、現在、町内会との名簿

の共有化を進めており、本年４月７日に初めて幸町町

内会と協定の締結を行ったところであります。 

 今後につきましても、引き続き関係機関・団体と連

携と図り、台帳登録の促進や町内会等との協定締結に

向けて取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、ふれあいサロン事業についてでありますが、

高齢者などの仲間づくりやひきこもり予防などを目的

として、地域が主体となり、現在、市内66カ所で行わ

れております。 

 本事業は、サロンでの交流を通して、日ごろの見守

り活動、孤独死の予防、災害時の支え合いなどが期待

できることから、今後とも久慈市社会福祉協議会と連

携し、主催者の育成、事業実施に関する情報を提供す

るなど、地域主体の取り組みを支援してまいりたいと

考えております。 

 次に、特別養護老人ホームの入所希望者対策につい

てであります。 

 久慈管内における入所希望者数は、平成21年３月31

日現在、348人であり、そのうち早期に入所が必要な

方は29人と、久慈広域連合から伺っております。 

 また、定員が29人以下の地域密着型介護老人福祉施

設、いわゆる小規模特別養護老人ホームについてであ

りますが、久慈広域連合の第４期介護保険事業計画で

は、来年度、野田村に１施設の整備が計画されている

ところであります。 

 なお、当市におけるその必要性については、次期介

護保険事業計画策定に向け、検討してまいりたいと考

えております。 

 次に、在宅介護者の支援についてであります。 

 市内の在宅介護者数は本年５月末の要支援・要介護

認定者数1,722人、及びサービス受給者数は1,293人で

ありますことから、介護者は少なくとも約1,300人を

超えるものととらえております。 

 それを取り巻く家族等の身体的、精神的及び経済的

負担など、在宅介護者の実態は厳しいものがあると認

識をいたしております。 

 このことから、サービス提供担当者会議をはじめ、

居宅介護支援、介護予防支援の居宅訪問時の面談など

を通じ、その課題等の把握に努めているところであり

ます。 

 また、介護者を支える仕組みについてでありますが、

介護保険制度の改正に伴い、新たに創設された地域支

援事業により、家族介護支援対策の充実が図られてい

るものと思料しており、今後とも地域の実情に即した、

より効果的な制度の運用がなされるよう努めてまいり

たいと考えております。 

 次に、環境保全対策についてお答えをいたします。 

 まず、ごみ焼却場のダイオキシン等の対策でありま

すが、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、排出

ガス、焼却灰の測定を実施しており、平成21年度のダ

イオキシン類の測定結果では、両項目ともダイオキシ

ン類基準値を下回っていると、久慈広域連合から伺っ

ているところであります。 

 次に、火葬場の建設場所決定の見通しについてであ

りますが、さきの新政会代表、泉川議員にお答えいた

しましたとおり、夏井町鳥谷地内の民間野球場用地を

候補地とし、５月26日には住民説明会を開催したとの

ことであり、今後は地域住民の理解を得るべく、引き

続き住民説明会等を開催し、合意形成に努めてまいり

たいと久慈広域連合から伺っているところであります。 

 次に、農林水産業についてお答えをいたします。 

 まず、口蹄疫対策についてでありますが、口蹄疫の

発生による当市への影響は、市民生活には直接影響が

ないものの、平庭闘牛大会つつじ場所の中止や、市内

の畜産農家の参加が期待されておりました、岩手県畜

産共進会の中止、及び全日本ホルスタイン共進会の延

期が決定されているところであります。 

 また、今後の取り組みについてでありますが、発生

した場合における岩手県と久慈市の役割について確認
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するとともに、庁内関係課の初動体制の確立や、迅速

かつ適切な防疫活動などを行うための久慈市口蹄疫対

応計画の整備を進めているところであります。 

 次に、林業振興についてであります。 

 マツタケ山環境整備実証事業は、平成18年度に小久

慈町の市有林に実証試験地を設け、環境整備を図りな

がら成果を観察中であります。 

 また、平成21年度には、岩手県林業技術センターの

指導を得て、新たに可能性のあると思われる斜面につ

いて下刈りを行ったところであります。 

 現在、マツタケの発生には至っていないところであ

りますが、成果の一つといたしましては、森林整備の

ボランティア活動への機運と個人の整備に対する機運

が醸成されつつあるものととらえております。 

 次に、桑畑地区の漁業集落環境整備事業についてで

あります。 

 まず、漁業集落排水施設公共桝の新設につきまして

は、事業完了年度に当たり、全体計画99カ所のうち、

残り８カ所の設置を予定しているところであります。 

 次に、合併浄化槽の整備計画についてでありますが、

この計画は漁業集落排水区域内で集合処理に含まれな

い浄化槽設置対象者15戸に対しまして、設置費用を助

成して、事業目的を達成しようとするものであります。 

 現在、地元関係者の協力をいただきながら、浄化槽

設置希望者の意向把握に努めているところであり、今

後、希望者の意向を踏まえて、適切に対応してまいり

たいと考えております。 

 次に、久慈秋まつりについてお答えをいたします。 

 まず、交通安全対策と山車運行時の事故防止につい

てでありますが、これまでも交通安全には万全を期し、

久慈警察署から指導を仰ぎながら、参加団体等と協力

して運行に努めてまいりました。 

 特にも、山車運行時におきましては、バス等大型車

両と交差するため、観覧者へも呼びかけを行いながら、

危険回避、事故防止に努めてきたところであります。 

 しかしながら、事故防止対策といたしましては、バ

ス等大型車両も含めた全面規制によりお祭りの運行を

行うことが も効果的との秋まつり実行委員会での意

見もありますことから、ＪＲバス東北を初め関係機関

と連携をとりながら、 善の方策について現在、協議

を進めているところであります。 

 また、バス発着場所への取り組みについてでありま

すが、バス利用客の利便性に係る対応を 優先するこ

と、さらには、バス発着場所変更等に係る周知を徹底

することなどを条件に、ご理解いただける方向で現在、

協議を進めている状況にあります。 

 次に、市街地商店街の活性化についてお答えをいた

します。 

 まず、久慈駅前を観光バス乗り入れ駐車場にとのこ

とでありますが、近年、当市を訪れる観光バスの台数

も増加しつつある状況であり、街の回遊性を考えます

と、駅前に観光バス専用駐車場を確保することが効果

的であると認識いたしております。 

 しかし、現在の久慈駅前広場の使用状況を見ますと、

ＪＲバス、市民バス、タクシー待機場所など新たなス

ペースの確保が困難なこと、さらには、久慈駅前広場

の活用につきましては、基本的に車の流れを重視した

使用としていることなどから、現実的には難しいもの

と認識いたしております。 

 いずれにいたしましても、今後ともそのスペースの

確保のための可能性につきまして研究してまいりたい

と考えております。 

 次に、特徴のある店づくりについてでありますが、

商店街の活性化のためには、特徴的な魅力のある個店

の存在が必須であると考えており、昨年度、久慈商工

会議所が実施した成功店モデル創出・波及事業が参加

店の積極的な取り組みにより徐々に成果を見せており

ますことから、今年度も引き続き本事業を実施するた

め、本議会補正予算に提案させていただいているとこ

ろであります。 

 また、久慈商工会議所が研究会を立ち上げ推進して

おります一店逸品運動におきましても、個店の個性的

な商品や特色あるサービスの開発、研究を進めている

ところであり、市といたしましてもこの取り組みを支

援し、さまざまな角度から特徴のある店づくりへの波

及を広げてまいりたいと考えております。 

 次に、通称「誂子平」の整備計画についてお答えを

いたします。 

 誂子平は、小久慈牧野農業協同組合の所有地であり

ますが、組合員のリフレッシュの場として整備され、

現在、一般市民にもレクリエーションの場として開放

されているものと認識をいたしております。 

 これらのことを踏まえ、市民の健康増進や森林保全、

あるいは自然環境の保護などの意識高揚を図る上で大
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切な資源であるとの思いに立ち、ご提言の趣旨を小久

慈牧野農業協同組合にお伝えをし、どのような活用が

可能であるか等について、意見を交わしてまいりたい

と考えております。 

 次に、市道整備についてお答えをいたします。 

 市道日吉町宇部線についてでありますが、この路線

の日吉町地区から国道281号までの延伸は、市街地の

交通渋滞の緩和、久慈市の観光資源が集中する小久慈、

山根地区等の活性化にもつながる重要な道路であり、

その整備の必要性は認識いたしているところでありま

す。 

 しかしながら、その整備に当たっては、長内川、大

沢田川への橋梁設置や大川目町への山越えをするルー

トが考えられ、多額の事業費が見込まれますことから、

当面の整備は困難と考えておりますので、ご理解願い

たく存じます。 

 次に、市道久慈夏井線の整備計画の今後の見通しに

ついてでありますが、さきの新政会代表、泉川議員に

お答えいたしましたとおり、この市道の整備につきま

しては、県代行事業の導入を目指しているところであ

り、今後とも事業採択に向けた取り組みを継続してま

いりたいと考えております。 

 次に、市道深田長根線の整備についてでありますが、

さきの新政会代表、泉川議員にお答えいたしましたと

おり、この路線は山根町深田地区と山形町繋地区を結

ぶ路線であり、昨年度から測量調査設計を実施してお

りますが、今年度も引き続き測量調査設計と計画説明

会等を開催し、地権者の理解を得てまいりたいと考え

ております。 

 以上で、清風会代表、八重櫻友夫議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  清風会代表、八重櫻友夫議

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、生涯学習と社会教育についての具体的な取

り組みについてでありますが、生涯学習につきまして

は、琥珀のまち生涯学習推進計画に基づき、まちづく

り直送便、生涯学習ボランティア、市民生涯学習のつ

どいなどを実施しております。 

 社会教育につきましては、教育振興運動や放課後子

ども教室など、各種事業を展開しながら、地域の教育

力向上に努めているところであります。 

 次に、学校再編により閉校する校舎、施設の活用に

ついてお答えをいたします。 

 学校再編に伴う施設の有効活用につきましては、地

域住民からの要望等を踏まえ、市長部局とも協議しな

がら、総合的に検討してまいりたいと考えております。 

 久慈高校山形校の利活用対策についてでございます

が、現在、利活用についての地元等の意向調査を行っ

ているが、具体的な意見はない状況にあると岩手県教

育委員会教育企画室から伺っております。 

 次に、小久慈小学校のプール建設についてでありま

すが、小久慈小学校は、学校用地が狭隘であり、建設

用地の確保が難しいことや、多額の建設費用が見込ま

れること、また、当市の気象条件等において、屋外

プールの場合、開設の期間が限られている面もあるこ

とから、プール建設につきましては考えていないとこ

ろであります。 

 後に、新野球場の建設についてでありますが、教

育委員会といたしましては、市体育協会の種目別登録

者2,134名のうち野球競技者が909名で、その占める割

合が42.6％と非常に高いこと等、当市のスポーツ振興

を勘案した場合、市営野球場はその拠点施設として必

要不可欠なものと認識しております。 

 しかしながら、新たな野球場の整備には多額の費用

を要することから、現在、庁内の各部の協力を得なが

ら、施設の立地条件や事業規模など建設の見通しにつ

いて検討を進めているところであります。 

 以上で、清風会代表、八重櫻友夫議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を許します。

24番八重櫻友夫君。 

○24番（八重櫻友夫君）  何点か再質問させていただ

きます。 

 まず１点目は、久慈港の整備計画に関しての貨物取

り扱い量について質問させていただきます。 

 これは以前は東京の東立鉱業さんが行っていた珪石

をとって運搬してあったんですが、今回は地元の会社

がそれを引き継いだということでございます。ただ、

地元の会社の場合は珪石を採るのではなくて、今まで

採ってあったものを久慈港まで運搬してるというふう

にお伺いしておりますが、その後、その珪石がなくな

った場合、その後はどうなるのかお伺いしているので
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あればお聞きしたいと思います。 

 それから次は、火葬場の建設予定地についてでござ

います。 

 今回の議会で私も初めて聞きましたんですが、大変

いいことだなという思いがあります。月に数回、多く

ても10回ぐらいは現在の火葬場によく行くことがある

んですが、大変に寂しい、人生の 期を送るには大変

寂しいような火葬場になっております。ただ今回は、

国道45号沿いの民間の野球場に建設したいということ

のようでございます。私は大変いいことだなと思いま

す。 

 なぜかといいますと、私自身もそうなんですが、頭

の中には今現在ある火葬場をどうしても想像します。

煙がむくむく出て大変山の中に寂しいような感じです

が、やはりこれを建設するんであれば国道沿いですの

で、東京のほうの火葬場に行ってみますと、大変ホテ

ルかレストランかわからないような大変立派な建物が

ございますので、やはりこれは早急に完成予定図等を

つくりまして、地域住民の方にひざを交えてお願いを

して建設すべきだと私は思いますので、その考え方を

どのように広域連合のほうに伝えていただけるのかお

伺いしたいと思います。 

 それから次、市道整備についてですが深田長根線で

ございます。これは、私が合併した当時、平成18年６

月の第３回の議会でございました。当時質問をした経

緯がございまして、合併協議会の一人の委員として、

やはりこの道路は早急に整備すべきではないかと、特

に、数億円という金をかけなくても、また民家が建っ

ていて買収しなくても、また勾配があって大変だとい

うところでもないし、やはり合併したのだから旧久慈

市と旧山形が合併したんだから、一番新しく 初にや

るべきではないかという質問をした経緯がございます。 

 そうしましたら、緊急性、重要性を考えてやりたい

というお話もございましたんですが、そういう中で、

先ほどの答弁聞きましたら、設計等に入っていただい

て、来年あたりからは工事に入りたいという考えがあ

るようでございます。いずれこれを一日でも早く早急

に解決していただきまして、本年度５年目に入って記

念事業も組まれてあるようですので、やはり見通しを

きちんと見せていただきたいなという思いであります

ので、よろしくお願いします。 

 それから、市道の中での日吉町宇部線でございます。

確かに県道を横断しますし長内川、大沢田川、大変橋

も架けなきゃならないという問題もあります。そして

大川目に抜けるためには山を越えなきゃならないとい

う方法もございます。でも、そういう点を一気に考え

なくても私は県道岩泉線までであればまた何かの見通

しもあるんじゃないのかなと。県道まで来れば琥珀の

通りを通りまして大川目の三日町へ抜けていく方法も

ございますので、いずれこの路線は私は大変重要なも

のだと思います。 

 橋については下流には通学橋、そして上流には堀橋

という橋がもう老朽化しておりますので、いずれ立派

な橋を架けて、県道につながる道路としても必要では

ないのかなと思いますので、再度お伺いいたします。 

 次に、通称「誂子平」の整備計画でございますが、

これは牧野組合の用地ですので、先ほどのお話でおわ

かりしました。 

 いずれ私は、これは三十数年前にも地域でこの誂子

平はやはり整備すべきだというのを何回か、三十数年

前ですから20代のときに話した経緯があります。その

当時から私は、30年前ですので、これからの時代は不

景気になってきて、子供たちには金はかかる、その一

方、日曜日にはどこには行くというよりは、金のかか

らない広場が必要であるというのを話しをした地域で

ありました。その当時はだれも相手にしてくれなかっ

たんですが、今現在思えば、今の環境を考えると私は

そこを自然の山村広場として利用して、何らかの市の

ほうの補助事業があるんであればそれをご指導いただ

いて、やっていけるようにご指導いただきたいなとい

う思いであります。 

 後に、教育行政についてお伺いいたします。 

 生涯学習と社会教育ということで大変、私自身も正

直言ってどういうことかよくわからないような感じで

質問させて今回勉強させていただきました。これは言

うのは簡単ですし、確かに社会教育と生涯学習といえ

ばいろいろ講座等もございまして、やはり講師の先生

方もあります。そしてお願いをすれば、その講師の先

生方もお出かけいただけるという生涯学習等も大変盛

んであります。 

 ただ私は何より一番大事なのは、先ほどお話ししま

したんですが、社会教育の中で青少年及び成人に対し

て行われる組織的な活動というのをお話ししましたん

ですが、私は今の若い人たちのやはり、昔のようなざ
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っくばらんに話したり行動したりするのが、すごく少

ないんじゃないのかという思いがあります。そういう

点から、昔の私たちが20代のときにやった青年団のよ

うな活動を私は各地区の公民館に指導して、それを図

らせるようにしたらどうなのかなという思いがありま

す。各公民館には総括主査もおりますし、やはり担当

である社会文化課のほうから派遣してもいいですが、

やはり地域の若者たちを掘り起こして何か頑張らせ、

そして自分たちで計画を立てて何かをやらせるという、

昔はそういう青年団というものがございました。 

 そういう中で思い出したんですが、ある大会がござ

いまして、昔聞いた話でございます。これは青年団の

主催の久慈の大会が、久慈で岩手県の大会があったそ

うなんですが、それを青年団が主催して大会をやらな

きゃならないということがあったそうです。その前日

から大雨が降りまして、当日の朝まで雨をグラウンド

から撤去しなきゃならないということで、一生懸命ぞ

うきんなんかで水をくみ取ったという話でございます。

その方がちょうど開会式のあいさつをしなきゃならな

いという立場になったんだそうですが、しかし着がえ

をして背広を着てネクタイ締めてあいさつするような

時間がなかったということで、そのタオルを腰に巻い

てみんなの前であいさつした経緯があったんだそうで

す。それをその当時の市長さんですから三十数年以上

前の市長さんですが、その風景を見ましてびっくりし

まして、あれはだれだということになりましたら、自

分が使っていた部下だったということで、その方を抜

擢して職員に抜擢したという経過があるようでござい

ます。私はその後やはり、なぜかというと、やはり準

備された会場に行ってあいさつするんではなく、やは

りみずから泥まみれになってそのように一つの事業を

展開するんだ、やるんだという心構えが今の私たちを

はじめ若い人たちに少ないんじゃないのかなという思

いがあります。そういう中で生涯学習、社会教育に入

るかどうかわかりませんが、私はそういう意味でも、

地域の公民館を利用して地域にそういう青年団の活動

のようなのをもう一度掘り起こしてあげるべきではな

いのかなという思いがありますが、教育長の考えをお

伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  火葬場建設についてのご質

問にお答えをいたします。 

 広域連合からの事情等をお聞きしたところによりま

すと、現在の火葬場につきましては大変設備・建物と

も老朽化が激しいということや、ご存じのとおりその

進入路が狭隘であるいったことなどから、新しい火葬

場が必要だとしているというところでございまして、

先ほど来お話があったような形でもって総合的に勘案

をして、民間の野球場にその候補地として決定をされ

たと、選定をされたというところでございます。 

 それで、その新火葬場につきましては今議員がおっ

しゃるような 新の設備や景観それらを配慮いたしま

して、例えば煙突がない構造になっている、見た目で

はさっきおっしゃったような近代的な設備がイメージ

されるものを考えているんだということでございます。

したがいまして、地域の方々に丁寧な説明それを徹底

して、そういった説明を尽くされるようにしていただ

きたいということを、連合のほうにはお願いをしたい

と考えてございます。 

○議長（宮澤憲司君）  菊池産業開発部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  久慈港の利用と

いうことで、東立鉱業から引き継いだ会社のこの事業

の見通しについてのお尋ねでございますが、確かに採

掘量は減少しますけれども、当面、事業を継続する予

定であるというふうに会社のほうから伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  誂子平の整備に関して

市の補助事業があるかとの質問にお答えを申し上げま

す。 

 整備計画のスキームにもよると思いますけども、考

えられる事業としては、宝くじ及び市単独の地域コミ

ュニティ補助事業等が考えられると思ってございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  日吉町宇部線の整備にかか

わってのご質問いただきました。 

 この件につきましては国道45号から現在、上長内日

吉町線を経由しながら通学橋を通って今、小久慈小学

校の岩久線のところまでタッチしている路線でありま

すが、この路線について、改めて橋を新たに通して岩

久線につなぐというふうな今お話をいただきました。

確かにそのようなルートも設定できるというふうに考
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えておりますが、いずれにしても新しく道路をつくる

という形になりますもんで、そういった小久慈町全体

の道路の計画等とあわせて検討をしてみたいというふ

うに思っております。 

 それから、深田長根線の工事の促進方についてであ

りますが、ここの路線の整備につきましては辺地の総

合整備計画、こういったものともいろいろ整合性を合

わせながら整備に取り組んでまいりたいというふうに

考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  生涯学習それから社会教育

の件についてのご質問にお答え申し上げますが、八重

櫻議員先ほどおっしゃったような青年団としての活動

の中で、かつてそういった大変なご苦労をしながら大

きな大会を当市で開き、そして出席・参加された各地

からの代表者に大変な感銘を受けたという話は私も伺

ったことがあります。 

 議員さんもおっしゃるように社会教育、これは今の

体系の中では生涯学習としっかり区別をして答えてい

くというのはなかなか難しい部分があります。かつて

は公民館等での学級とか講座、それから団体の育成に

重点が置かれたこの社会教育、これが今ではそれらの

範疇を広げて広範囲な活動の中でこの社会教育という

のが行われるような状況になってきておるわけでござ

いまして、今では地域活動の中の企画なりコーディ

ネート、これらについても社会教育の中でさまざま行

われてきているところであります。 

 一方、公民館の活動についても、さまざまな形態の

変化が出てきていると思ってございます。 近の公民

館を取り巻く状況を見てみますと、それが設置された

時代とやはり社会的な背景や構造それから住民の意識

というのがやはり相当変わってきてる。一番変わって

きてるのが、いわゆる公民館に集まる若い方々が少な

くなってきてるという現実がございます。 

 これはそういった人的なことで今お話ししたわけで

ございますが、ただ、やはり地域については地域にい

る方々がやはりおこしていかなきゃいけないと、これ

も確かなことでございますから、そういったことでこ

れからも地域公民館それらを地域おこしの核としなが

ら、これからも社会教育をしっかりとそれに対応して

いかなければならないというふうなことを考えており

ますけども、いろいろと公民館活動の中で審議会等も

ございますから、そういった中でいろいろとご意見を

いただきながら、よりよい方向に持っていきたいとい

うふうに考えてるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  八重櫻議員の一般質問に関連

して何点か質問をさせていたます。 

 まず、質問項目３番目の地上デジタル放送について

お伺いしたいんですが、１点目は、久慈市で整備した

光ファイバーの地上デジタル受信困難地区への活用、

これが今進んでおるわけですけども、その内容、受益

世帯等がどうなっているのか、あるいは共同受信施設

組合の数等についてお伺いしたいと思いますし、また、

光ファイバーを活用しての共同受信施設組合の予算計

上等もされたようなんですが、なかなかそれ以上の工

事等がおくれているというふうに伺っておるんですが、

そのおくれている原因等をもしおわかりでしたらお願

いをしたいと思います。 

 それから、２点目は、侍浜地区や夏井の一部などで

も光ファイバー設置の沿線で、 近の調査で受信困難

な世帯がわかってまいりました。そういうことで、市

役所から北側といいますか、こちらのほうの側のほう

についても光ファイバーを活用しての地デジの対策が

あるのか、予定があるのか、お伺いしたいと思います。 

 それから、３点目は、共同受信施設組合以外の複数

世帯以外の受信困難な世帯、この対策も必要なわけで

すが、大分おくれているというふうに私は思っていま

す。これは地上デジタルサポートセンターの動きがち

ょっと鈍いといいますか、まだ久慈市内に具体的な動

きとして入ってないというふうに思っています。です

から、これは早急に後の７月24日までの時間が制限さ

れた地デジの移行の期間でありますから、積極的にサ

ポートセンター等も市に入って、受信困難地域への対

応ができるように要望すべきと思いますけれども、そ

の点についてお伺いしたいと思います。 

 それから、質問項目の５番、まずごみ焼却場の関係

なんですが、１点目は、昨年のごみ焼却請負業者とい

いますか、佐藤築炉というところが担当したわけです

が、昨年大変夜間に大量の煙が放出されているのが目

撃情報として寄せられました。そういうことで、ダイ

オキシンなどの環境数値等はクリアできていたのかど
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うか、また、クリアできない場合は佐藤築炉なんかで

検査料といいますか、出して再検査するとか再々検査

するとかというふうな内容になっているとかというこ

とも聞いておりましたが、 終的には検査はクリアす

るわけですけども、その間の内容が検査で実はクリア

できなくて、再検査したとかというふうなそういう内

容がなかったのかどうか、その点について１点目お伺

いしたいと思います。 

 それから、２点目は、ごみ焼却場の運行に当たって

新しく担当したために操業のかかわりがいろいろ悪か

ったのか、ろ布とかというふうなダイオキシンなり、

有害物質を除去する高額な機材が破損したのではない

かというふうなことも仄聞したんですが、そういうふ

うな実態がなかったのかどうか、お伺いしたいと思い

ます。 

 それから、３点目は、ごみ焼却場にかかわって市民

からの苦情等、昨年市なり広域なりに寄せられたのが

どれぐらいあったのか、また、その内容はどうだった

のか、お伺いをしたいと思います。 

 それから、質問の５番目、火葬場の関係であります。

火葬場については、夏井町、北野と言ったほうがいい

のかわかりませんけども、北野地区に５月の26日に説

明会が入って、地区民が集まっていろいろ説明を受け

たわけですが、いろいろな意見が出されたんですけど

も、侍浜町の集まった人たちは基本的に火葬場だから、

絶対侍浜では受けないというような考え方ではなくて、

これは必要な施設だと、どこかでは受け入れて、火葬

場を運行しなければ、生活なり、社会の仕組みとして

成り立たないというふうな認識の人がかなり多かった

というふうに思っております。もちろん、火葬場だか

ら、絶対反対だよという人も何ぼかあったのかもしれ

ませんけれども、基本的に私はそうだったというふう

に思います。 

 そこで、何点か質問をさせていただきたいんですが、

いろいろ火葬場に至るもろもろの条件の中で心配して

いるというふうなこともありますが、火葬場に霊柩車

等が出入りするわけですが、その運行ルートに規定が

あるのかどうか、まず第１点目お伺いしたいと思いま

す。 

 それから、２点目は、火葬場、基本的には反対とい

いますか、何もかもそれで火葬場が来るから反対だと

いうのじゃないんですけども、かといって火葬場が建

設されるのにすごい期待感があるわけではなくて、む

しろデメリットについてどういうのがあるのかなと、

心配や不安を持ちながら受け入れに協力したいという

ふうな考えかなというふうに私は思っております。そ

ういうふうなことで、２点目は、火葬場の今予定の用

地、野球場のところなんですが、北西側が大きく崩れ

て矢板がささっているんですが、抜本的なといいます

か、土が崩れ落ちないような対策が必要なのかなと、

これは火葬場をどうだこうだでなくて、今回の話題が

出て、たまたま行ってみたんですが、その分が下流域

の河川や、あるいは強いては久慈湾の環境問題、そう

いうふうなのにも悪影響を及ぼすおそれがあるという

ふうなこと等について、実態について市のほうでは把

握しているのか、お伺いしたいと思います。もし、用

地を火葬場として売買とかするのであれば、ちゃんと

整備して、そういう心配がないような形で契約等を取

り交わすべきではないかなというふうな意見もありま

すので、参考までに考えをお伺いしたいと思います。 

 それから、３点目は、広域連合としては公害なり、

そういうふうな、例えば、一般の会社等では公害防止

協定なんかを結ぶわけですが、そういう分の協定がな

いわけでありますけれども、地域の理解を得られるた

めにははっきりそういう、これから以下お話しますけ

ども、そういう分については文書等なり、印刷物で理

解いただくようにご説明をいただければというふうに

思います。 

 そこで、私が聞いている若干の不安要素とか、そう

いうふうな分について言いますと、先ほどの崩れ地の

対策、それから、２番目は、環境問題、先ほども市長

さんのほうからもお話されましたが、道路から施設が

見えないような環境といいますか、そういうふうな施

設であってほしいというふうに、そういうふうな希望

があるようであります。聞くところによりますと、１

メーターぐらい地盤からかさ上げされて火葬場が建設

されるというふうなお話でありますから、その点等を

十分お伝えしておきたいと思いますし、それから、霊

柩車の運行ルートとして、例えば、洋野町大野で不幸

事があって運行する場合、県道は大変狭隘であります

し、それから、堀切、角柄地区の県・市道は狭くて、

しかも歩道がない中で、拓陽支援学校の生徒さん方が

野外活動や地域との交わりの活動で、しょっちゅうあ

の道路を使っております。そういうことから交通事故
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等を心配する声もあるわけでありますが、これらにつ

いても市のお考えをちょっとお伺いしたいと思います。 

 それから、６番目の桑畑地区の漁業集落の取り組み

でありますが、桑畑地区で合併浄化槽の設置希望世帯、

今どれぐらい把握しておるのか、お伺いしたいと思い

ます。 

 それから、２点目は、集合処理世帯と合併浄化槽の

世帯の下水処理のつながる時期といいますか、稼働で

きる時期に格差がないように配慮したほうがいいので

はないかと思いますけども、市のほうのお考えをお伺

いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  地上デジタル放送に

かかわりまして３点ほどご質問をちょうだいいたしま

した。 

 まず、１点目でございますが、市が回しました光

ケーブル網、夢ネットの関係を活用して、デジタル放

送の受信困難地域への解消策を考えているかというこ

とでございますが、これにつきましては受信点がなか

なか確保できないという山根地区におきまして３地区、

小田瀬、橋場、馬越の３地区で、それを活用した解消

策を講じてまいりたいというふうに考えております。

これについてはＮＨＫが主体的に対応するものでござ

いまして、市の庁舎内にアンテナを設置し、夢ネット

を活用してそちらのほうに送信するということになり

まして、世帯数といたしましては、橋場が８世帯、小

田瀬が11世帯、馬越が７世帯というふうな状況になっ

ております。 

 それから、これにかかわりまして工事の遅れがある

かということでございますが、これについては、現在、

６月中に契約を締結いたしまして、９月末までに工事

を完了するということで、特におくれてるというふう

な認識は私どものほうでは持ってございません。一応

そういう予定で工事を進めてまいりたいと、こういう

ふうに考えております。 

 それから、侍浜地区に夢ネットを活用した同じよう

な解消策を考えられないかというご質問でございまし

たが、これにつきましては、まずいろんな条件がござ

いまして、それぞれの条件を勘案しながら 善の、地

域住民にとりまして、市民の皆様にとりましてコスト

をできるだけ減らすという考え方、それから、利便性

等を考えて対応せざるを得ないというところがござい

ますが、まず複数世帯、近くにあるのであれば有線、

無線による共聴施設をぜひ設置していただきたいとい

うのが補助導入の関係で一番優先的なお勧めをする制

度と、仕組みというふうに考えております。 

 それから次に、これはちょっと受信率が高い高性能

アンテナの設置を勧めるという、これは個別なものに

なると思いますが、そういう対応策、二つ目の対応策

として考えております。 

 三つ目といたしましては、これ５年間の限定になり

ますけれども、衛星放送を使った在京のテレビ放送に

なりますけれども、これの受信設備を整えるというふ

うなことで、これも限定的な考え方を持った対応をし

たいというふうに考えております。 

 以上、そういうふうな三つの方法がありますので、

夢ネットを使うかどうかについては、それぞれ地区の

実情に合わせて検討せざるを得ないということでご理

解いただきたいと思います。 

 それから、デジサポ岩手の難視聴の相談、これにか

かわっての対応が遅いのではないかというご指摘でご

ざいますが、確かに全県的ないろんな相談が錯綜して

おりまして、デジサポ岩手とすれば、少し遅くなって

るかなという印象は持ってるようでございます。 

 ただ、これについては2011年の７月24日という期日

が迫っておりますので、何とかぜひ早い時期に不安感

を払拭するように対応していただきたいというような

ことは、これは申し入れをしておりますので、今後と

もこれについては対応してまいりたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  ごみ焼却場について

のご質問にお答えいたします。 

 昨年度夜間に大量の煙が出ていたがということでご

ざいますが、これについては機械等の故障ではなく、

ごみ焼却いたしますと、水蒸気が発生いたしますこと

から、これを見て夜間に煙が出ていると感じたのでは

ないかと考えております。ごみ焼却場ではダイオキシ

ン排出の抑制等のために24時間運転を基本に操業して

おるところでございまして、ごみの搬入量にもよりま

すけれども、月平均、延べで20日以上24時間の連続運

転をしているとのことでございます。また、炉等の高
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額の機械の破損についてはなかったというように聞い

ております。 

 それから、ダイオキシンの基準値でございますが、

これについては平成21年９月15日に測定してるという

ふうに聞いております。排ガスについては、基準値が

５ナノグラムに対しまして0.685ナノグラム、焼却灰

については３ナノグラムに対しまして0.011ナノグラ

ムということでございます。再検査については聞いて

いないところでございます。 

 それから、ごみ焼却場の運営にかかわって市民から

の苦情がなかったのかということでございますが、こ

れについてはございませんでした。 

 次に、久慈地区火葬場についてのご質問にお答えい

たします。 

 まず、霊柩車等の出入りする場合の運行ルートに規

定があるのかということでございますが、これについ

てはそのような規定がございません。 

 次に、崩落している場所等実態について把握してい

るのかということでございますが、これについては現

場に行ってまいりまして、現場を見てまいっておりま

す。 

 それから、公害等住民が心配する事柄等について印

刷物で提示させるべきではないのかということでござ

いますが、久慈広域連合ではダイオキシン対策、ある

いは大気汚染防止対策等などの公害防止対策のために

新の設備を導入するとともに、環境負荷の軽減に向

けて十分な対策を講じるということとしておりますの

で、ご質問の内容については久慈広域連合にお伝えい

たしたいと思います。 

 そのほか道路からの施設が見えないようにしてほし

いとか、県道が狭いのではないのかというような、そ

れから、交通事故の心配もあるのではないのかという

ような件に関しましても、久慈広域連合のほうにお伝

えしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  桑畑地区の漁業集落環

境整備事業に係るご質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目でございますけども、浄化槽設置対象

者15戸のうち、現時点で10戸の方が希望しているもの

ととらえております。この全体の水洗化のあり方でご

ざいますけども、この浄化槽設置補助金は３年間を限

定に補助するという要綱になってございますので、公

共升を使った水洗化は、その期限は設定はなされてお

りませんけども、事業目的を達成するために３年間で

推進してまいりたい、そのように考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  15番堀崎松男君。 

○15番（堀崎松男君）  それでは、八重櫻議員の質問

に対して何点か関連質問を行います。 

 まず、第１点、５番のごみ焼却場と火葬場の関係で

ございますが、私も内々は仄聞しておりましたけれど

も、また夏井かという意見が出てまいります。という

のは、前にも若干申し上げた経緯がございますけれど

も、ごみ焼却場の場合にもいろいろ地域においては今

でも不安心があるということが頭にありますし、そし

てまた、５地割、 終処分場の場合も夏井でした。あ

れも５地割ですから、夏井です。それから、今回の火

葬場もまた５地割、夏井ということで、非常にそうい

う点がございます。何も私は大川目の火葬場が古くな

ったから、やることはやぶさかではないという気持ち

はございますけれども、皆さん再三再四説明しており

ますが、私から見れば、近隣の住民にも十分説明をし

て、その意見を反映してもらいたいというのが一つで

ございます。多少なりとも不安を和らげてやるという

考え方を持って進めていただきたいというのが本音で

ございますので、その辺についてご答弁をお願いした

いと思います。 

 それから、久慈秋まつりでございます。私、３年前

にも議会で取り上げておりまして、昨年もやりました。

そして、今回３年目の３回目でございますが、十分理

解はしていただき取り扱っているという状況にあると

確信をしております。当然事故対策等はそのとおりで

ございますが、バスの運行について仄聞するところに

よると、バスの代替路線の試運転をしたという状況も

伺っておりますので、その発着場所、あるいはルート

等が出ておりましたらお聞かせ願いたいと思います。

当然私は今年度もう完全にそういう点は解消されるだ

ろうなと思っておりますので、その点についてご質問

をいたします。 

 それから、久慈夏井線、これも毎回再三再四取り上

げられておりますけれども、各議員ほとんどの方々が

質問しておるという状況にございます。既にご承知の

とおり、旧久慈市から合併して50何年、60年という状
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況で、半世紀が過ぎている状況にあります。そうした

中で、夏井町民にとっては非常に大事な路線であると

いうことを考えた場合、私はそういう点を踏まえて、

やはり一部でもいいから着工に入っていただきたいと

いうのが私の本音です。そういうことで、まず考え方

とすれば、東高から言えば完全にトンネルすぐという

ことになりますから、なかなか難しい面がございます

が、早坂方面から入れば、市道路線工事やりやすい場

所が幾らかございます。そういう点からでも着工に向

けての考え方はないのかどうか、お聞かせ願いたいと

思います。 

 それから、野球場の関係でございます。私、ここ２

年、久慈市の中学校の陸上競技大会を見てまいりまし

た。ご承知のとおり、久慈市内の中学校、あるいは九

戸管内の中学校の陸上競技大会は、現在、一戸の総合

陸上運動公園で行われておるという状況にございます。

そういうことを見まして野球場、国体に向けておるわ

けですけれども、この件については総合運動公園的な

建設場所を物色し、そして、国体に向けての野球場を

先につくるべきであるという考え方ございますが、そ

の点についてお聞かせください。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  ただいまの火葬場建設にか

かわってのご質問でございますが、ただいま議員がご

意見を述べられましたとおり、夏井町民にその不安が

あるのではないかというような発言があったことをし

っかりと広域連合のほうに伝えてまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、秋まつり

について、ご質問についてお答えをいたします。 

 これまでも２度、３度と、議員からは秋まつりにつ

いてのご質問をちょうだいしておりました。先ほど議

員もお話ありましたけれども、私どももどういう形が

一番いいんだろうということで、いわゆる代替道路が

あるとすれば、それの活用が一番ベストであると、こ

のように考え、先ほど市長からもご答弁申し上げまし

たけれども、事故防止策を含め、秋まつりが安全に運

行できるというのが、そういう全面規制的なものがか

けられることが一番だろうということを念頭に置いて

代替道路の運行ができないかということで、久慈警察

署、あるいは民間のバス会社等のご協力をいただきな

がら実証したところであります。結果とすれば、大方

運行はできるという方向が見えてまいりました。その

結果をもって秋まつりの実行委員会の委員長でありま

す、会長であります、あるいは久慈警察署等も一緒に

なりまして、ＪＲバス東北、あるいは関係機関に対し

てそういうことでどうにかやっていただきたいという

方向で、今現在、協議を一生懸命進めているという状

況にあります。先ほどのお話ですと、今年度は解消さ

れるだろうと、こういうお話でございましたが、それ

に向けて鋭意努力をしてまいりたいと思いますので、

ご理解よろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  久慈夏井線の整備にかかわ

ってお答えしたいと思います。 

 確かに夏井の地域の方々に言わせれば、本当に長年

の悲願であるというふうにとらえております。 

 ただ、この路線につきましては久慈東高校への通学

路にもなろうとする路線であります。そのためにはあ

る程度線形を緩やかなものにしなければならないとい

うこともございます。現在の市道久慈夏井線の拡幅だ

けであれば、工事そのものはできるかもしれませんが、

ただ、そうなると、どうしても急な坂、カーブ、こう

いったものを解消できないという部分がございます。 

 そういった点で、久慈夏井線の線形等を新たに解消

しながら進めていきたいというふうにとらえているわ

けであります。そういった部分で、国の補助事業等を

導入するためにはどういったところをクリアすればい

いか、そういった部分を今県のほうといろいろ協議を

進めているという段階でございますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  野球場の建設についてのご

質問でございますけども、教育委員会の考え方といた

しましては、先ほどご答弁申し上げたとおりでござい

まして、これは私のほうでは国民体育大会、平成28年

の岩手県で開催が内々定されてる、これにできる限り

間に合うような形で、新しい野球場が建設されてほし

いという考え方は、私のほうではそういうふうな考え

方を持っておるわけでございますが、ただ、一方、現
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在の市営野球場、これについてもできる限り長い期間

使用しながら、野球をされてる方の使用に供してまい

りたいというふうにも考えてございます。先ほど申し

上げましたように、これらのことをいろいろと考えな

がら庁内の関係部等でいろいろと検討を進めてる段階

でございますので、ご理解を賜りたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  15番堀崎松男君。 

○15番（堀崎松男君）  今の野球場の件でございます

が、教育委員会の部分につきましては理解をいたしま

した。 

 しかしながら、私、先ほど申しましたように総合運

動公園化構想を持って進めていただきたい。できるこ

とならば先に、そして、野球場をという考え方でござ

いますが、当局のほうに、市長にお聞きいたしたいと

思います。総合運動公園の考え方、そしてまた、進め

方どうなのかということをお示し願いたい。 

○議長（宮澤憲司君）  15番堀崎松男君、通告文があ

る部分だが、その辺を確かめてからもう一回。 

○15番（堀崎松男君）  それでは、私は何も総合運動

公園単独でやれというんじゃなくて、やはり野球場を

つくるための手段として、その場合に総合公園化構想

を持った中での野球場の建設を進めたほうがいいんで

ないかと、ですから、総合運動公園の計画決定を進め

られるのかどうかということをお聞かせ願いたいとい

うことでございます。あわせてです。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  いいですか、はい。 

    〔発言する者あり〕 

○15番（堀崎松男君）  後の登壇する方が質問事項に

あるようですので、今の件については了解しましたの

で、撤回いたします。 

○議長（宮澤憲司君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  それでは、八重櫻議員の一

般質問に関連して、 初は１点か２点と思ってたんで

すが、今のいろいろな質問答弁を聞いておりましたな

らば、質問を６点ぐらいさせていただきたいというふ

うに思います。 

 まず、第１点目は、地デジの質問でございますけれ

ども、地デジで一番の課題になるのは、これは難視聴

の解消ということで、鋭意そのことに取り組んでいた

だいてるということで、ありがたいことだなというふ

うに思います。技術革新の時代は、日進月歩の時代で

あるということでございまして、きのうまでこれが当

たり前だったというのが、きょうはまた違うことが出

てるというような、そういうようなことも珍しくない、

そういう時代であるわけでございます。テレビという

のは一般的には、特に共聴施設の場合には今度の地デ

ジのテレビを見る場合には、新しいデジタル用のテレ

ビを買うのか、あるいはチューナーを入れて、それで

見るのか、この二つに一つしかないというようなこと

で、そのどちらかを選択するものだというふうに私は

つい二、三日前まで思っておりました。 

 ところが、何かしらそういうことだけではなくて、

いろいろな技術革新というものがなされてるというよ

うなことで、ここにデジアナ変換コンバーターという

のがあるんですが、特に個人の家庭では必要ないもの

かもしれませんけれども、いわゆる共聴施設とか、そ

ういうものであれば、アンテナの伝送装置のもとに一

つの変換装置をつければ、これで地上デジタルもアナ

ログも見ることができると、そして、変換装置をつけ

れば、今使っているアナログのテレビが来年の７月24

日を過ぎても壊れるまで使って、それでアナログを見

ることができると、こういうような話だけ聞くと、大

変すばらしいような、そういう変換コンバーターがあ

るというふうなことなんですけれども、非常にそうい

うことがあって、ある施設組合では大変混乱が生じて

いるというような現状がございます。それは川井地区

の300という大きな共聴施設の中で、今現在起きてい

ることでございます。なかなか情報が乏しいものです

から変換コンバーター、これがいかなるものなのか、

そういうことを恐らく当局のほうでは十分承知してい

るんじゃないかというふうに思われますので、この情

報について、まずお知らせをいただきたいというふう

に思います。 

 それから、先ほどの八重櫻議員さんの質問の中で、

市長の答弁の中で、特養ホームの待機者、この数なん

ですが、それを聞きながら私は変だなと、３月１日現

在の数字で特養ホームの待機者、しかも早期に入所を

しなければならない、したほうがいいという、そうい

う数が29名というふうな先ほどの答弁があった。私の

聞き間違いでなければ、そのような答弁があったとい

うことでございます。３月１日といいますと、それか
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ら５日前、２月の26日にこんな新聞記事があります。

これは岩手日報のトップ記事でございます。「特養待

機解消へ26億円」、これが09年度の２月26日、これが

県議会で補正で出された、その記事でございます。こ

れは地域密着型の小規模特養の整備補助に充てる方針

ということで、26億円をそれに向けていると、そして、

久慈の保健医療圏には、まずこれが29名のいわゆる小

規模特養が１カ所、この中に含まれていると書いてあ

る。 

 そして、この新聞記事の一覧の中には、現在、早期

に入所が必要な在宅の待機者、この数が82名というふ

うにあるんです。そして、来年度の介護保険の第４期

計画の整備数、整備予定ということについては、ここ

でまた久慈広域圏、保健医療圏の中にもう一つの29名

の小規模特養が予定されているわけでございます。こ

のようなこういう一つの一覧表を見たり、あるいは新

聞記事、同じ時期のものですよね。こういうものがあ

るわけですけれども、先ほどの説明の答弁の中ではこ

の早期の入所必要な方が29名ということで、じゃ来年

度のこの新聞記事による、いわゆるこの管内における

もう一つの小規模特養の計画がなされているわけです。

そんな計画なんか必要ないんじゃないかと、一体どっ

ちが正しい数字なのか、非常に迷ってしまうというよ

うなことで、先ほどの答弁の数字が、まさに当局の数

字が正しいものであるということをもう一度ご説明を

願いたいというふうに思います。 

 特養ホームの待機者なんですけれども、実際には数

多くあるわけでございます。そして、現実にこういう

ものを緩和している一つの施設としては、いわゆるシ

ョートステイというのがあるわけでございます。それ

は山形の愛山荘に併設されて１カ所、あるいは久慈市

内では、ぎんたらすと和光苑にあるというふうに言わ

れております。これ３カ所にあって、合計で20床しか

ないわけでございますけれども、20床前後のいわゆる

ショートステイがあると、これの利用率が100％と、

100％の利用率なんて普通あり得ないんですが、実は

需要が多くて、これは１カ月間しか利用できないわけ

でございますけれども、１カ月利用したいという人を

次に待ってる人がいるから２週間にしてくれとか、そ

ういうようなやりくりをしながら、常に満杯の状態で

稼働しているという、こういう現実があるわけでござ

います。 

 これは介護認定をされている方、要支援の方でなけ

れば対象にならないというような、そういう短期施設

入所でございます。これが一方にある、その一方では

高齢者センターというものがあるわけでございます。

これも一つは、山形の愛山荘に併設されているもので

ございます。これは８室ありまして、10人の方が利用

できるというようなことで、これは介護の認定を受け

た方でない方、逆にそういう方でないひとり暮らしの

老人の方々が、家族が、あるいは入院してしまったと

か、あるいは結婚式でどこかへいないというようなと

きに利用できるような、そういうような施設なわけで

ございます。 

 これの利用率も実は、ちょうど２年ほど前にこの場

で質問したときの利用率は63％というような利用率だ

という答弁をいただいておりました。現在は100％、

しかもこの100％という数字はあり得ないわけですよ

ね。１日そこが１室空いただけでも100％にならない

わけですから、つまりそれぐらい100％を維持できる

ぐらい本当に過密に需要が多いということでございま

す。２年前の状況と比べて高齢者の皆さん方を取り巻

いてる状況というのは、いかに深刻なものになってる

のかということが施設の利用度を見てもわかるんだろ

うというふうに思います。 

 そこで、私はこのような状況をかんがみると、これ

は一つショートステイというのはもう少しふやしたほ

うがいいんじゃないか、あるいは高齢者センターにつ

いてもやはり増設していくべきではないかというふう

に思うわけでございますが、この二つのことについて

のご答弁をいただきたいというふうに思います。 

 それから、在宅介護者の支援についてでございます

けれども、これについての先ほどの答弁の中で、市単

独で何かを具体的に調査をしたというような、そうい

う答弁がなかったというふうに思うんですが、実はこ

れ花巻市で調査したんだそうでございますけれども、

調査した方々の在宅介護者の80％が非常に負担を感じ

ているということ、一つは、精神的な負担、いわゆる

もう一つは経済的な負担、こういうものを当局に何と

かしてくれないかという要望が現実に80％の方々から

あるということでございまして、恐らく花巻市であっ

ても久慈市であっても、そういう実情には変わりない

ものではないかなというふうに私は理解しておりまし

て、いわゆる精神的な負担というのは、いわゆる自閉
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症ぎみになってみたり、いろいろな症状が現実にあら

われて、その負担が非常に重いと、精神的な負担が重

い、こういうものを何とか包括支援センターなり何と

かがいろいろな活動をすることによって少し和らげて

いけないものなのかなということが一つ。 

 それから、経済的な面については、これは介護サー

ビスを受ければいいんじゃないかというかもしれない

けれども、これはただではできないものでございます

ので、ある程度そこには限界が出てくるというような

ことで、こういう経済的な意味における負担というも

のも軽減できるように市としての独自の対策というも

のはとれないものだろうかと、この２点についてお伺

いをしたいというふうに思います。この件については、

今までは、つい 近はこういうこれからの介護、高齢

者の問題、これは方向性としては在宅介護なんだ、だ

から、施設は余りつくらないと、そういうような基本

的な方向というのがつい 近まであったわけでござい

ます。 

 しかしながら、ここへ来て、こういうように県の介

護の第４期計画の中でも補正がなされているように、

あるいは二、三日前の厚生労働大臣の発言がございま

した。特養ホームの待機者、この実態というものは大

変なものがある、何とか急いで施設をふやしていきた

いというような、こういうような流れでございますね。 

 それから、１週間ぐらい前には洋野町の町長さんが

実は待機者の解消に向けて、県のいわゆる第４期計画

の中で何とか施設を洋野につくって、そういう解消を

図っていきたいというようなことでございます。いわ

ゆるやはり施設は必要なんだという流れが今ここへ来

て、またぶり返して出てきているわけでございます。

このような現状を見たときに、先ほどからいろいろな

質問が出ると、いや、広域連合に申し上げておきます

とか、広域連合から聞いたらこうだった、よその町村

では町長さんが自分みずからの口で、うちの町として

はこういうふうにやりたいんだということをはっきり

言ってるわけですよ。 

 したがって、私は、余りそういうことを言うと、久

慈は自分勝手にやると、回りの町村から言われるのが

嫌なので、少し控えて物を言ってるのかなというよう

なところも感じないわけではございませんけれども、

ある意味明確な市の態度、姿勢というものをしっかり

示したほうがいいんじゃないかというふうに思います。 

 それから、急ぎます。山形校のいわゆる活用の問題

ですが、先ほどの答弁、この中で教育委員会では地元

から意見を聴取したけれども、具体的なものは出てい

ないんだというふうに聞いてるというふうな答弁がご

ざいました。そういう答弁は、裏返せば市の教育委員

会は何もしていないというふうに聞こえるわけですよ

ね。私が仄聞しているところによりますと、県の教育

委員会のほうから市の教育委員会のほうに、いわゆる

山校の財産、これを何とか活用できないものかという

ような相談が直接あったというような、そういうよう

な話も仄聞をしております。何らかの形で、全く市の

教育委員会がかかわりないというようなことはないわ

けでございまして、あるいはあってはならないだろう

というふうに思いまして、先ほどの答弁はさもいかに

も市は何も関係ありません、してません、そういうよ

うな印象を与える答弁だったので、再度この点につい

てのご答弁をお願いしたい。 

 それから、例の野球場の問題、これはいろいろな

方々から聞きますと、久慈の方は久慈の、あるいは、

例えば、長内の方であれば南田につくったほうがいい

とか、あるいは小久慈とか大川目方面の方であれば、

今ある火葬場の裏のほうにつくったほうがいいとかと

いうふうな具体的な地名もぼつぼつ聞こえてくるわけ

でございますね。 

 そしてまた、別な地域に住んでおられる方々は、ま

た違うほうがいいというようなことなわけでして、そ

ういう言い方にのっかって物事を言えば、山形町民に

とってみると、何も一番教育長さんが答弁で苦労して

いらっしゃるのは、きっと財源の問題だろうと、ある

いは用地の候補地の問題だろうと、それから、そこに

地権者が何人いるんだとか、いわゆるそういう問題が

主なんじゃないかと、あるいは造成費に幾らかかるん

だとか、そういう財源を含めたいろいろな問題だろう

と思うんですけれども、あえて私は山形の人たちが何

そんなに山校の活用というのが現実的に難しいのであ

れば、あそこをグラウンドにしたら一番お金がかから

ないじゃないかと、多少かかるものについては過疎債

も使えるし、特例債も使えるし、そういう財政的な負

担だって少ないんだと、こういう意見もある。決して

私は綱引きをやろうと、そういうことではございませ

ん。そういう意識はございません。あっちがいいこっ

ちがいという綱引きが始まったら、この話は全く決ま
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らないものですから、いろんな意味において、本当に

平等に客観的な立場から、いわゆる財政問題、財源の

問題、それから、交通アクセスの問題、こういう問題、

客観的にみんなが公平に納得できるような場所を選定

しながら、先ほど必要不可欠な施設であると教育長さ

ん言いました。 

 そのような考え方のもとで、建設に向けて一歩一歩

努力をしていっていただきたいなと、以上で、ちょっ

と15分質問で、５分間で答えていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  地デジの難視聴解消

の関係でご質問いただきましたけれども、デジアナの

変換コンバーターの件でございますが、これにつきま

してはあるアンテナメーカーが機材を開発したという

ふうな情報は持っておりますが、詳細については承知

しておりません。 

 ただ、共聴アンテナのそばにコンバーターを設置し、

各家庭では通常のアナログのテレビ受信機でもテレビ

は見れるということでございますが、これはただ単に

実は一斉切りかえの関係で、テレビの大量廃棄、これ

への段階的な対応という案で考え出された製品という

ふうにも承知しておりますので、行く行くは結局はデ

ジタルチューナーがついたテレビで受信していただい

たほうが、より鮮明なテレビが楽しめるというふうに

承知しております。 

 それから、１点、大変申しわけございませんが、答

弁の訂正、追加をお願いしたいと思います。畑中議員

の質問でございましたが、夢ネットを活用した分で、

実は、先ほどお答えした３地区については繰越補助事

業の関係でございましたが、ＮＨＫで独自に整備した

分について、下戸鎖地区57世帯も夢ネット回線を使用

するというふうになっておりまして、大変申しわけご

ざいません。答弁漏れがございました。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  野田口健康福祉部長。簡潔に

答弁してください。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、ご質問に

お答えいたします。 

 特養ホームの入所希望者数の数値でございますが、

これにつきましては29名と市長のほうからお話を申し

上げた内容は、早期に入所が必要な方29名、それから、

１年程度内に必要と思われる方が53名、合わせて82名

という、先ほどの数字になるということでございます。

ご質問が早期にということでございましたので、その

数字を使わせていただきました。 

 それから、特養ホームの中にはデイサービス、日帰

りの介護やショートステイ、短期入所等あるわけでご

ざいますが、それらの施設をふやす方途を考えてはと

いうご提案でございました。これらの部分につきまし

ては、施設の整備そのものは介護保険計画、今第４期

でございますが、で決めているわけでございますが、

それらを決めるに当たりましては整備の内容とあわせ

て保険料の設定等もございますし、それから、国、厚

労省が定めております参酌標準等もあります。一定の

枠がございますので、次期計画の中に反映させるよう

に鋭意努めてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、在宅介護者の大変な状況ということでご

ざいます。それをあわせて高齢者の方々の生活の実態

ということにつきましては、本年度高齢者の生活実態

調査をするということにしております。先ほど花巻の

例が出ておりましたが、当市においても今年度やる予

定でございます。 

 またそれから、市として介護支援のためのどのよう

な事業がということでございますが、平成18年度に創

設されました地域支援事業、市長が答弁でもお答えし

たところでございますが、いわゆる介護予防型重視へ

の転換のための事業でございまして、それによって家

族交流の関係の事業や高齢者の相談事業等を実施し、

何らかの支援に努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  それでは、私のほうから教

育問題についてお答え申し上げますが、まず私の先ほ

どの答弁の中で、山形校の利活用については教育委員

会、全く関与しないような話ではなかったのかという

ことでございますが、これについては、先ほどの答弁、

少し答えが足りなかったという指摘もあろうかと思い

ますが、教育委員会のほうでは、現在、この活用につ

いては計画はございません。この照会については、岩

手県教育委員会教育長から久慈市長に対して、久慈市

では利活用する計画がないかということで照会があっ

たものでございますから、教育委員会のほうに議員さ

んのほうから質問がありましたので、教育委員会では
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ないし、教育委員会が話聞いたらば、先ほどのような

答弁ですよということでお答えをしたところでござい

ます。 

 それから、野球場の件でございますけども、繰り返

しになるようで大変恐縮でございますけども、この件

については 初答弁申し上げたとおり、現在、庁内の

各部の協力を得ながら立地条件、それから、事業規模

など建設の見通しについて検討を進めてる段階でござ

います。よろしくご理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、暫時休憩をいたします。再開は午後３時10

分といたします。 

    午後２時57分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時10分   再開   

○議長（宮澤憲司君）  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、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〕 

○18番（城内仲悦君）  私は、日本共産党久慈市議団

を代表し、合併２期目の山内市長に対して、一般質問

を行います。 

 さきの市長選挙では、山内市長は53票差の僅差で当

選されました。市議会議員選挙で言えば１票差で当選

をしたことになります。まさに１票の重み・大切さを、

ひしひしと感じとれた選挙でもありました。今後４年

間、市民の声にしっかりと耳を傾け丁寧に聞き、市政

に反映されることを希望するものであります。 

 それでは、通告順に従い質問をします。 

 質問の第１は、市長の所信演述についてであります。 

 この所信演述の中で市長は、医療費助成の拡大につ

いて言及いたしました。これは初めてのことでありま

すし、しっかり腹を固めての言及と推察いたしました。

そこでお聞かせいただきたいのは、対象年齢の拡大内

容と時期を示していただきたい。 

 質問の第２は、平和市長会議への加盟についてであ

ります。 

 久慈市の加盟を知ったのは、先日、原水爆禁止久慈

地区協議会の会長の立場で、2010年原水爆禁止国民平

和大行進への協力を市長へ要請したときに、外舘副市

長から加盟したことが知らされ、非常にうれしく、時

宜を得たものとして感謝を申し上げてきました。 

 この５月、約１カ月間、ニューヨークの国連本部で

ＮＰＴ核不拡散条約再検討会議が開かれ、 終日の28

日、全会一致で採択された 終文書で、核兵器の完全

廃絶に向けた具体的措置を含む核軍備撤廃に関する行

動計画に取り組むことで合意しましたことは、ご承知

のことと存じます。 

 そこで２点質問します。 

 一つは、核兵器廃絶のために、自治体としての平和

行政を今後どのような展開を図るのか。 

 もう一つは、2010年７月27日から29日に平和市長会

議主催で、広島市で開催される、2020核廃絶広島アド

バンスプログラムに積極的に参加すべきものと考えま

すが、ご所見をお聞かせいただきたい。 

 質問の第３は、沖縄・普大間基地問題についてであ

ります。 

 ついに鳩山首相は、公約を投げ捨て、政権を投げ出

しました。「鳩山政権がここまで転落した根本には、

アメリカと財界に物が言えない政治がある」と指摘さ

れています。菅首相もオバマ大統領に電話で、鳩山前

首相との日米合意を踏襲することを約束しています。

政府は、沖縄の痛みを全国へ広めようとしています。 

 「ポイント・オブ・ノー・リターン」という言葉は、

1969年の沖縄返還合意に至る米国務省、国防総省、在

日米大使館などとのさまざまなやりとりの文書の中に、

ある時点で出てきた言葉です。この意味は、「もはや

後戻りできない限界点を超えた」と言って、アメリカ

国務省側が国防総省を説得した言葉です。沖縄問題を

旅置したら、もはや日米関係は持たないということで、

サンフランシスコ平和条約の第３条＝信託統治条項を

残したままで沖縄の本土復帰が実現し、今日に至って

います。 

 ５月に初めて訪米した日本共産党の志位委員長は、

７日にワシントンの米国務省内で、ケビン・メア同省

日本部長らと行った会談の中で、今日の沖縄・米軍普

天間基地問題の事態は、沖縄返還のときと同じような

歴史的岐路だと言い、「ポイント・オブ・ノー・リ

ターン」、後戻りできない限界点を超えていると、そ

ういう認識を持たなければこの問題は対処できないと
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話しました。普天間基地は、無条件撤去しかないので

あります。 

 ここで２点質問します。 

 政府は、沖縄の痛みを全国へ広めようとしています。

市長は、政府に対して、「ポイント・オブ・ノー・リ

ターン」の立場に立つよう求めていただきたい。これ

が第１点。 

 もう一点は、市長は、沖縄県民の島ぐるみの闘いに

連帯して、普大間米軍基地無条件撤去のために立ち上

がっていただきたい、力を尽くしていただきたいので

あります。ご所見をお聞かせください。 

 この項でのもう一つの質問は、達増知事の５月31日

の定例記者会見にかかわってお尋ねします。知事は全

国知事会での鳩山首相要請を受けて、米軍基地の移転

や受け入れを決めた他県の例に関する調査を命じたこ

とを明らかにしています。そこで、達増知事に対して、

基地の移転や機能の受け入れについて、市民・県民の

命を守るために拒否の立場を明確にするよう求めてい

ただきたい。ご所見をお聞かせください。 

 質問の第４は、総合的な雇用対策についてでありま

す。 

 本年３月に設置された岩手県生活環境・就労支援協

議会、事務局は岩手労働局でありますが、県内各地で

ワンストップ・サービス・デイを実施することにして

います。盛岡地域・水沢地域・宮古地域生活福祉・就

労支援協議会と岩手労働局主催で３カ所が具体化され

ています。今日、雇用対策は、仕事・住まい・暮ら

し・多重債務・心・労働相談と多岐にわたっているこ

とから、総合的に対応しなければなりません。市の対

応策を示していただきたい。 

 質問の第５は、国保税の減免、利用料の一部負担減

免についてであります。 

 久慈市は、国保税の減免要綱により国保税の減免を

図っていることは承知しています。国保法第44条は、

特別の理由がある被保険者が、保険医療機関等に支払

う一部負担金の減額・支払い免除すること等が規定さ

れている条項です。また、国保法施行令第１条は、保

険税を納付することができない特別の事情を規定して

います。この法律に対応した規則要綱がまだ定められ

ていないものと認識していますが、この44条の活用状

況について示していただきたい。 

 次に、平成21年７月１日付の厚生労働省医政局指導

課長、社会・援護局保護課長、国民健康保険保険課長、

三者連名の通知、「生活に困窮する国民健康保険の被

保険者に対する対応について」であります。この通知

は、第１に、医療機関等との連携による一部負担金減

免等の適切な運用、第２に、国民健康保険担当部局と

生活保護担当部局との連携、第３に、その他の医療機

関、国民健康保険担当部局、生活保護担当部局等の連

携となっています。この通知が現場でどのように生か

され、活用されているのか、状況を示していただきた

い。 

 質問の第６は、農林漁業の後継者対策についてであ

ります。 

 歴代の自民党政権・自公政権、そして、民主党を中

心とする現在の政権も含め、国の基である第１次産業

衰退の政策を続けてきた結果、後継者が育たない事態

となっています。国の政策が悪いからといって、基幹

産業である第１次産業育成に自治体として手をこまね

いていてはなりません。今こそ、積極的に手を打たな

ければ、手遅れになります。過日の新聞報道で陸前高

田市と宮古市では、漁業後継者の育成を打ち出しまし

た。大変うれしいことであります。 

 そこで、お尋ねします。久慈市の農林漁業の後継者

不足の実態と確保対策及び新規参入者対策を示してい

ただきたい。 

 質問の第７は、地元産材の利用促進についてであり

ます。 

 今、日本共産党では、全国各地で「森林と林業の再

生を考えるシンポジウム」を開催し、山で働く人々や

森林組合の組合長さんが方と意見の交換を図っていま

す。 

 健全な森林は、木材の産出とともに、燃料供給や国

土・環境保全、水源や動植物の保護など多くの役割を

持っています。その理解が徐々に広がっています。 

 森を育てるため木を間引く間伐に国や県の補助があ

りますが、32％は林家＝所有者負担となっています。

林家負担のない補助制度をぜひ実現してほしい。実現

すれば整備は加速的に進むと森林関係者が言っていま

す。自治体としても積極的な対応が求められています。 

 そこで、お尋ねします。市としての公共施設・土木

事業への地元産材の利用促進策を示していただきたい。 

 質問の第８は、土木行政についてであります。 

 この項では、３点の質問ですが、これらの課題は長
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年にわたって、毎年質問のたびに当局の対応をただし

てきたものであります。この地域住民の願いが、一歩

でも二歩でも前進するよう申し上げておきたいと思い

ます。 

 一つは、天神堂梅が丘団地内の道路整備対策につい

てであります。この団地内には市道が３本しかありま

せん。他の枝線は、４メートル確保されていますが、

現在も開発者個人名義のままの状態であります。この

団地の幹線を市道に認定するに当たり、開発者から市

が道路分の寄附を受けた経緯があるものと認識してい

ます。梅が丘団地内の道路整備についての対策、プロ

セスを示していただきたい。 

 二つ目は、久慈高校西部地区の生活排水路対策につ

いてであります。 

 この地域には、３本の市道があります。今、市単独

事業で沢里川へ向けての道路側溝が整備されつつあり

ますが、久慈高校寄りの市道は、沢里川には排水でき

ないものと認識しています。東京電波久慈工場の西側

の沢からの河川が真っすぐ下り、久慈高校の後ろを通

り、大成橋の上手の水門へと流れています。この河川

につなげることは、一番合理的な工法ではないでしょ

うか。この地域の生活者は、生活廃水を地下に浸透さ

せていますが、「もう限界だ、浸透しない。合併浄化

槽を設置するためにも、一日も早い排水路の設置を」

と、悲痛の声を上げています。この地域の生活排水路

対策を示していただきたい。 

 三つ目は、天神堂第35地割地内の小河川の整備につ

いてであります。 

 この地域の測量作業は終了したと伺っていますが、

小河川の整備計画の進捗状況について示していただき

たい。 

 後に、質問の第９は、旧長内中学校校舎の耐震対

策についてであります。 

 現在、この建物には、久慈市歴史民俗資料室・文化

財整理室が入居していると伺っています。久慈市の歴

史を保存していること、多くの市民が足を運ぶ場所で

あることからも、耐震対策は緊急の課題であると認識

します。この建物の耐震対策について示していただき

たい。 

 以上、９項目、13点について質問いたしましたが、

市長・教育長の積極的な答弁を期待するものでありま

す。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  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。 

 初に、所信表明演述にかかわる医療費助成の拡大

についてお答えをいたします。 

 対象年齢の拡大内容につきましては、現在、助成水

準や先行している県内他市の実施状況など、拡大した

場合の財政負担や各種課題の検討を行っているところ

であり、できるだけ早い時期に実施できるよう総合的

に判断しながら進めてまいりたいと考えております。 

 次に、平和市長会議への加盟についてお答えをいた

します。 

 同会議への加盟につきましては、秋葉忠利広島市長

からの要請を受け、本年５月に加盟したところであり

ます。 

 申すまでもなく、核兵器廃絶の実現は、世界大多数

の願うところであり、特にも、唯一の被爆国である日

本が、そのイニシアチブをとり、世界の都市と連帯し

ながら、この願いの実現に向け、粘り強く取り組んで

いくことが重要であると考えております。 

 なお、2020年核廃絶広島会議や一連の会議への参加

につきましては、前後の日程等その時々において判断

してまいりたいと考えております。 

 次に、沖縄・普天間基地問題についてお答えをいた

します。 

 まず、普天間基地の無条件撤去についてであります

が、普天間飛行場の移転先を名護市辺野古崎とするさ

きの日米共同声明があり、この日米２国間の合意は、

大変重いものがあると考えております。また、政府は、

引き続き沖縄県民の負担軽減のために真摯に取り組ん

でいくと表明しているところであり、この問題は、国

における専権事項でもありますことから、その動きを

見守りたいと考えております。 

 次に、達増知事に対する基地受け入れの拒否を要請

することにつきましては、県におきましても、まだ具

体的な動きがないと伺っているところであり、判断す

べき状況にはないものととらえております。 

 次に、総合的な雇用対策についてお答えをいたしま

す。 

 お尋ねのワンストップ・サービス・デイにつきまし

ては、久慈地域生活福祉・就労支援協議会におきまし
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て、今年は12月に実施することとなっております。 

 この協議会は依然として厳しい雇用情勢の中、厚生

労働省の指導により、地域の雇用部門・福祉部門の各

機関における連携・協力を図ることを目的に、各地域

の公共職業安定所が中心となって設置されたもので、

当地域においては、県北広域振興局、久慈市社会福祉

協議会、久慈公共職業安定所、そして、久慈市が構成

員となり、雇用と福祉の動向確認や各機関が行う支援

施策・事業の成果の検証などを行うことといたしてお

ります。 

 市といたしましても各機関と連携しながら、雇用部

門と福祉部門の一層の連携を図り、対応してまいりた

いと考えております。 

 次に、国保税の減免、利用料の一部負担の減免につ

いてお答えをいたします。 

 まず、国民健康保険法第44条と同法施行令第１条の

活用状況についてでありますが、国民健康保険法第44

条で「できる」規定として定められている療養の給付

を受ける場合の一部負担金の減免等については、当市

においては定めていないところであります。 

 また、同法施行令第１条に規定する特別な事情によ

り被保険者証の返還を求めなかったものは、昨年度１

件となっております。 

 次に、一部負担金減免に係る厚労省通知についてで

ありますが、国において、昨年度モデル事業を実施し、

その結果を検証した後、今年度夏以降に一定の基準が

示される予定であります。今後、国から示される基準

をもとに、当市の国保財政に与える影響等を勘案の上、

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、農林漁業の後継者対策についてお答えをいた

します。 

 まず、後継者不足の実態でありますが、農業者、林

業就業者及び漁業就業者数は、平成12年と平成17年の

農林業センサスの数値で、いずれも減となっておりま

す。 

 農業者数は1,336人、林業就業者数は110人、及び漁

業就業者数は129人それぞれ減少しているとともに、

高齢化が進んでいる状況にあります。 

 また、後継者確保及び新規参入者対策につきまして

は、農業につきましては、県単いわて希望農業担い手

応援事業等による生産施設設備への助成、さらに市単

独事業であります、新規就農者育成確保対策事業によ

る融資返済への助成によりまして、対象者のニーズに

応じて各事業を実施しているところであります。 

 林業についてでありますが、県では林業後継者育成

のための指導的役割を果たす者として、岩手県指導林

家の認定を行っており、平成20年に当市から１名認定

されているところであり、また、森林組合が行います

緑の雇用担い手対策事業により、担い手の技術習得を

行っているところであります。 

 漁業につきましては、つくり育てる漁業を推進し資

源確保を図り、魅力ある沿岸漁業を振興し後継者対策

に努めているところであります。 

 今後につきましては、関係機関・団体等と連携を図

りながら後継者の確保及び新規参入者への要望にこた

えられるような新たな対策を検討してまいりたいと考

えております。 

 次に、地元産材の利用促進についてお答えをいたし

ます。 

 公共施設・土木事業への利用促進策についてであり

ますが、公共施設建設の際には、可能な限り地元産材

を推進する考えであり、現在は、市内で産出されます

間伐材を利用したベンチ・プランター・いす等を作製

し、公共施設に設置するなど、地元産材利用の普及啓

蒙を図っているところであります。 

 また、公共土木工事での柵工や土留工など木材・木

製品適用基準に基づき、可能な限り土木事業への積極

的な利用促進を図ってまいりたいと考えております。 

 後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、梅ケ丘団地内の道路整備についてであります

が、現在、梅ケ丘団地内には市道梅ケ丘線及び市道萩

ケ丘団地３号線等の市道がありますが、道路認定基準

要綱を満たす公衆用道路等につきましては、地域の

方々からの要望を受け、また、協力を得られることに

より、市道として認定し、維持管理ができるものと考

えております。 

 また、団地内の市道の側溝整備につきましては、緊

急性、重要性を勘案しながら、検討してまいりたいと

考えております。 

 次に、久慈高校西側の生活排水路対策についてであ

りますが、当該地区の排水対策を含めた市道沢里川通

り線の整備につきましては、平成19年度から事業着手

しているところであります。 

 この市道に接続する市道畑田川原線につきましても、
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昨年度、測量調査設計を実施したところであり、この

地区の浄化槽からの処理水や雨水排水対策につきまし

ては、今後、さらに検討を加えてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、天神堂地内の小河川「吉田沢川」の進捗状況

でありますが、昨年度は当該河川の整備に向けて、測

量調査設計を実施したところであります。今年度は用

地取得を進めながら、一部工事着手をしたいと考えて

おります。 

 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。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  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。 

 旧長内中学校校舎の耐震対策についてでありますが、

現在、校舎は久慈市歴史民俗資料室、文化財整理室等

として利用しておりますが、建設年が昭和54年であり、

耐震診断を実施する必要があることから、今議会に耐

震診断に係る経費の予算推置をお願いしているところ

であります。予算措置をお認めいただいた際には、今

年度耐震診断を実施し、その結果を踏まえて対応して

まいりたいと考えております。 

 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。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を許します。

18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  再質問をします。 

 第１点は、医療費助成の関係です。市長からはでき

るだけ早い時期に実施したいという答弁がありました。

調査検討するという話でありますけども、実は平成22

年度中に、いわゆる県の基準より拡大する自治体は全

部で16自治体ですよね。久慈が入れば17自治体になる

予定で、小学校卒業までが５自治体、中学校卒業まで

が９自治体、18歳までというのが１自治体と、これは

一戸町ですけど、そういう状況があるわけです。 

 所信表明演述、冒頭述べましたけど、あえて市長が

述べたわけですから、 低でもその時期を明確にして、

例えば、９月補正にして、実施時期は１月までという

形のことにはならないのか、それと具体的に所信表明

演述書くときには、そういった時点の検討に入ってい

らっしゃるのではないかというふうに思いますので、

ぜひそこは少なくとも年内実施とか、そういった時期

をひとつ明確にしていただきたいなというふうに思い

ます。 

 それから、平和行政の拡充の関係ですが、これまで

８月の６日、９日には原爆が投下された時点にサイレ

ン鳴らしていただいたりして、８月６日、９日を市の

意思としてあらわしていただいた経緯がありますが、

平和市長会議に、５月１日に加盟が認められてきてま

すよね。この加盟記念日としてやりながら、いわゆる

原爆写真展、あるいは映画会等の実施を市として、こ

の日を起点に何日間の期間やるとか、そういった具体

的な行動をしていただきたい。この平和市長会議加盟

記念日をきちんと位置づけていくということからも、

そういった点の平和行政が展開できないのかと、お聞

かせいただきたい。 

 もう一点は、今、2020核廃絶広島会議については、

既に計画が出て、文書も来てますよね。 

 したがって、７月、日程も決まってますから、この

時点でいずれ判断しないと、６、７って、すぐなるわ

けですね。そういった意味では、ぜひ当局、あるいは

議会、市民からの公募を含めて、代表団を構成した形

で、７月の27から29あたりだと思いますが、その会議

に加盟した年を記念しながら、この会議に参加しなが

ら、広島秋葉市長が訴えてる2020年までに核廃絶をと

いう、この運動を積極的にかかわっていく必要がある

んじゃないかというふうに思うんですが、再度お聞か

せをいただきたいと、その場その場でという判断では

こういうのは間に合わないので、ぜひ考えていただき

たいというふうに思います。 

 次に、いわゆる沖縄問題、普天間米軍基地問題につ

いて、国の専権事項だということで、市長は余り積極

的に答えてくれないわけですけども、しかし、なかな

か遠いものですから、私たち自身もなかなか知らない

という状況があります。ちょっと実態を申し上げます

と、日本はアメリカで言うと、カリフォルニア州より

小さいと、その日本に10万人近い米軍と軍属がいると、

85カ所の基地があると、米軍の75％が琉球列島の一部

や沖縄本島に駐留してるんだということです。 

 普天間基地を抱える宜野湾市、それから、嘉手納町

は83％が米軍基地で占められてるんですね。まさに本

当にこういう実態があって、戦後65年を過ぎようとし

ております。そういった意味で、本当にぜひこの実態
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を知りながら、宜野湾市とか嘉手納町と連携を図って

いくと、交流を図っていくということが私は必要では

ないかというふうに思うわけですが、お聞かせを願い

たいと思います。 

 それから、県知事の関係で言いますと、実は先日15

日の高知県の尾崎知事は15日の県議会で、「県民生活

やさまざまな危険性や悪影響を伴う訓練の受け入れは

できない。米軍の低空飛行訓練が現在もたび重なる中

止要請を行う中、墜落事故も２度発生したと、訓練を

受け入れれば、本県が今後発展していく上で、財産に

なる自然や観光資源の価値が大幅に低減する」という

ふうに県議会で答弁をして、明確に拒否をしているん

です。達増知事は、民主党政権とのつながりがあるか

ら、あのような言葉をしゃべったのかもしれませんけ

ど、岩手県の自治体の首長として、岩手県にそういっ

た基地はつくってほしくないということは、知事に対

してきちんと言ってほしいというふうに思うんですが、

再度お聞かせを願いたいと思います。 

 あと、ワンストップ・サービスの関係ですが、12月

に実施すると、久慈地域ではですね。既に盛岡、それ

から、宮古、水沢、５月にやったところもあるし、６

月に実施するところもあります。なぜ12月かというの

は、私ちょっと理解できないわけです。やっぱり早い

時期にやっていくというのが極めて大事だと、先ほど

も述べたように総合的に対応し切らないと、一窓口だ

けで対応し切れない実態が現にあるわけで、この点で

久慈地域の12月の実施というのは、ちょっと年末のと

きでもありますし対応、もうちょっと早い時期に、も

っと時期を早めることができないのか、お聞かせを願

いたいというふうに思います。 

 それから、国保法の第44条の関係ですが、確かにで

きる条項でございます。 

 ただ、問題は、私はこれまで国保の滞納とか、ある

いは資格証とかの形でぎりぎり徴収をするということ

については、市当局はかなり力を入れてきてるんです

が、しかし、国保法第44条についての減免ができるこ

とについてできる条項であることから、市民にも知ら

せない、こういうことがあるんだということも知らな

いままずっと来てると、知らせないし、知らないとい

うことは市民もなかなかわからないと、なかなか国保

法をひもといてみる方は少ないので、法律にはこうい

うふうにあるんだということをいった場合に、そうい

った点をきちんと知らしめていくということが大事だ

というふうに思うんですが、その点、先ほどのお話で

すと、国の通知があってから、今後夏以降あるだろう

というふうに先ほど答弁ありましたけども、通知に関

して44条、かなり強調した厚労省通知があったわけで

すが、これぜひ被保険者に知らせていくというのが大

事だというふうに思います。 

 もう一点、指摘をしておきたいのは、ここに皆さん

方が発行した、「国保のしおり」というのがございま

す。この３ページに国保はという部分あります。「国

民健康保険は、病気やけがに備えて加入者皆さんがお

金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費など

に充てる助け合いの制度です」というふうに書いてる

んです。実は、この助け合い制度というのは1938年、

昭和13年に制定された旧法国保法第１条に書いてるん

です。「国民健康保険は、相互扶助の精神に則り、疾

病、負傷、分娩」というふうになっております。 

 ところが、1958年に制定された現在の国保法第１条

は、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を

確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与す

ることを目的とする」、いわゆる社会保障制度なんで

すよね。そういった意味では、助け合い制度というこ

とで皆さん方は理解してありますが、何をもとにこの

ようなことを書いてるのか、法律から言うと、国保は

完全なる社会保障制度なんだということのとらまえ方

をしないと私は対応を間違うのではないかというふう

に思いますので、この点をお聞かせを願いたいという

ふうに思います。 

 梅ケ丘団地の件、答弁あったところですけど、市長、

あそこは通称三河団地と言われて、三河さんが開発し

たところです。実は、あの急勾配の坂はご存じかと思

います。あの急勾配の坂は、途中上がっていって、い

わゆる市営住宅に行くほうが市道認定になってあった

んですね。 

 ところが、急勾配の道路を真っすぐ上っていくと、

その曲がったところから先は、いわゆる開発した個人

の名義だと。ずっと道路の整備がなされてないと。そ

れで、どうしたかというと、三河さんと交渉して、開

発者が管理できないのであれば、市に寄附してほしい

ということで私もかかわりました、そのことに。そし

て、三河さんに寄附の判こをもらって、市に寄附する

と、その後においてあの道路は市道認定にしていただ
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きました。ほかの路線も今現在、すべて４メーターあ

るんだけども、すべて三河さんの個人名義なんですね。

そうしますと、位置指定道路であれあるいは、いわゆ

る生活道路であるけども、しかし、市は対応し切れな

いということであります。 

 そういった意味で、ああいった道路について積極的

に市のほうからも、そういう状況であれば寄附してい

ただけませんかという事務、そういうやり方はできな

いのか、あるいは三河さんから、あるいは寄附します

から、請け負ってくださいというふうに来なければ受

け取らないのか、あそこに普通に日常生活してる人た

ちは、同じ税金を払ってちゃんと生活をしてるわけで

す。そういった意味では、自治体のそういった行政の

仕事が回ってこないと、かかわってこないと、除雪も

後に来るか来ないかの状況があります。 

 しかし、約200世帯、あそこに集中して住んでるわ

けですが、そういった意味では、事を具体的に、この

土地についてはこうすればできると、この路線につい

てはこうすればできるということの実態調査をしなが

ら、ぜひ対応していただきたいんですが、お聞かせ願

いたいと思います。 

 それから、もう一点、先に急勾配の市道の面ですけ

ど、先ほど側溝整備については緊急性とかと言いまし

たけど、昔つくった現場の側溝なんですよ。あそこは

ね。現場打ちの側溝です。壊れたりしておりますし、

しかもあの団地から来る水が流れてきて、市道山岸線

のちょうど真ん中辺にステーションがあります。その

前がどんぶりと水がたまるんですよ。 

 だから、結局山岸線の横断も悪いし、あそこから来

る、物すごい水が流れてきますから、雨が降ると、そ

ういう実態があるんだということをご承知いただきな

がら側溝対策として、団地から流れてる急勾配から流

れてくる水の対策、これは考えていただきたいという

のをお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、久慈高校西部地区の関係です。 

 ぜひ今舗装を後にして、まず側溝入れなければ沢里

川などをいつも優先的にやっていますが、あれは沢里

川にのります。しかし、畑田２号線、３号、１号、２

号のほうは低くて、沢里川にはのらないというのは当

局は調査でわかってるはず、あそこから東京電波から

来る河川にせいぜい100メーターぐらいか、そんなに

ないんですね。 

 だから、そういった意味では本当にそれを設置して

いただいて、それを急いでいただいて、あの地域の生

活環境の改善を図るということが必要ではないかとい

うふうに思うんですが、再度お聞かせ願いたいという

ふうに思います。 

 あと吉田沢川という小河川ですが、ことしから着工

していただけるという答弁でありますが、いずれこれ

は住宅が集中してる場所でありますし、しっかりした

いそいで対応していただきたいというふうに思います

ので、再度よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  初に、医療費助成について

でありますけども、このことにつきましては、先ほど

来答弁をいたしておりますとおり、拡大した場合の財

政負担がどうなるのか、あるいは適正診療がどうなる

のか、さまざまな課題もあるわけでありまして、こう

いった諸課題をしっかりと検証の上に構築をすべきで

ある、このように思っているところでありまして、で

きるだけ早い時期に実施に移るよう努力してまいりた

いと考えております。 

 それから、平和市長会議に関連して幾つかお尋ねが

ございました。事業の具体について種々ご提言のあっ

たところでありますけれども、いずれ平和市長会議の

趣旨が生かされるように私ども工夫を凝らしてまいり

たいと、このように思っております。 

 また、各種会議の参加でありますけれども、ご質問

では通告書によれば2020年の核廃絶広島会議に参加を

考えていないかというご質問でありましたので、答弁

ではそのように答弁をさせていただきました。 

 なお、今年の2010年７月に行われる会議への出席に

ついて再質問で言及があったわけでありますけれども、

このことについては、先ほども触れたところでありま

すが、前後の日程等々、これはその時々において勘案

しなければならない課題でありますので、その点につ

いてはご理解いただきたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、沖縄普天間基地問題について幾つかのご

質問をいただきました。この問題は、私は答弁におい

ては国における専権事項というふうにお答えをいたし

ました。まさに国防、防衛力をどうするかということ、

それから、日本が世界の平和にどのような方法で、ど
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う貢献をしていくかということ等は、これはやっぱり

国の専権事項であると、このように思っております。 

 その上で、私の個人的な考え方で恐縮でありますが、

基本となるべき事項を少しだけお話をさせていただき

たいと思います。平和を構築、維持していくためには、

話し合いといったものも必要でありましょうし、一定

の抑止力、いわば防衛力といったものも必要不可欠で

あると、このように考えておりまして、この点につい

ては城内議員も異論はないところであろうかと思って

おります。単に話し合いで平和が構築できるというこ

とならば、既に今世界は平和であるはずであるわけで

ありますが、現実的にはそうにはなっていない、日本

にとっても領土、領有権等々について、さまざま隣国

との課題があるというふうなことも、これは現実とし

てあるわけであります。日本の領土、そして、日本国

民の権益をどう守るかといったことについては、やは

り現実を見据えた対応が必要であろうと、このように

思っております。 

 そういった考え方を共有していただくならばであり

ますけれども、もし沖縄県民の皆さんの負担を減らす、

そうなった場合に、日本の防衛はどうあるべきかとい

った基本的な議論を行わなければならないというふう

に思っております。現在、日本は基本的には米国と日

本の自衛隊といった防衛力を持って抑止力を発揮し、

アジアの平和に貢献しようという、そういった考えに

基づいて国がさまざまな協定等を結んでいるわけであ

ります。 

 そうした中で、日米が持っている抑止力、こういっ

たものが欠けた場合に、じゃあその水準を保っていく

ために、あるいは増強していくために日本国独自がど

のような防衛力を有していかなければならないのか、

そのときに各都道府県民、市町村民はどれだけの覚悟

をするのかと、こういった議論がなされなければなら

ないわけで、沖縄県民の皆様方の負担の重さというも

のは私も十分理解するわけでありますけども、そうい

ったところの議論なくして、ただ単に連帯を叫ぶだけ

では現実的な対応に結びつかないものではないかと私

は思っております。 

 また、達増知事に対する申し入れをすべきであると、

こういうことであります。先ほどの答弁では、判断す

べき状況にはまだないと答弁をさせていただきました。

それは知事の指示が米軍基地の移転や機能の受け入れ

を決めた他県の前例に関する調査を担当部署に調査す

るよう指示したという段階だというふうに伺っており

ます。こういった段階で、直ちに基地受け入れの拒否

を明確に求めるという行動を起こすべき状況にはない

というふうに思っております。同時に、先ほども申し

上げたとおり、根本的な議論、そして、国民共通の理

解といったものがなければならないものだろうと、こ

のように考えているところであります。 

 以上で私からの答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  まず、国民健康保険

法第44条の関係でございますが、これについて法では

療養の給付を受ける場合の一部負担金の減免について、

できる規定で定めてるわけでございますが、これにつ

いて市民の皆様に知らせるべきではないのかというこ

とでございますが、今現在、当市には定めていないと

ころでございまして、市長からも答弁申し上げました

ように、この一部負担金減免に係る国ではモデル事業

を実施しておりまして、今年度の夏に一定の基準を示

すということでございます。それをもって今後国保財

政に与える影響等を勘案しながら、この要綱なり規則

なりについて検討を進めるというところで考えており

ます。 

 次に、「国保のしおり」についてのご質問ございま

した。 

 この３ページの中に助け合い制度という表現を使っ

てるが、今現在の法律では社会保障及び国民保健の向

上に寄与するということを目的にしているということ

で、この文言そのものがどうなのかということでござ

いますが、これについては今後内容を検討させていた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からは、ワンストップ・サービス・デイについて、議

員のほうからは早い時期に実施すべきじゃないのかと、

こういうご質問でございました。開催、あるいは検討

を調整をするという部分も要綱の中に入ってございま

す。内容等につきましては議員もご承知のとおりであ

りますので、いわゆる対象者の方々が一つの窓口でそ

ういう相談になれるということが非常にいいというこ

とがメーンになってございます。そういった意味も含
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めながら、やはりそういった方々がどの時期にどうい

う形で必要な時期が来るのかというの等をこれからも

検討しながら、この実施時期というものを考えていき

たいと、このように思っております。現実に今案とし

ては、市長のほうから12月にというご答弁を申し上げ

ましたけれども、これ以外にも早い時期に必要である

とするならば、その開催時期については、また委員会

で検討をし、周知しながら対応してまいりたいと、こ

のように考えてございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、私のほうから梅

ケ丘団地の市道の整備の件でお答えしたいと思います。 

 確かにこの路線につきましては、以前これは平成19

年３月に梅ケ丘線が市道に編入されてございます。こ

の際には、当時の地権者の方から土地の提供をいただ

いて整備してると、認定をしてるところでございます。 

 それから、萩ケ丘団地に通ずる路線で、梅ケ丘住宅

をまた通っているわけでありますが、この区間につき

ましても同じ所有者の方から土地の寄附をいただいて

路線が認定されてございます。この路線につきまして

は、現在、未整理地として今残っておりますが、今年

度の予算の中で市に所有権が移転するよう手続を今と

る段階でございます。 

 それから、そのほかの梅ケ丘団地の枝線にかかわっ

ての市道の認定のあり方でありますが、梅ケ丘線の東

側につきましては萩ケ丘配水場線というような市道が

あるわけですが、この路線と隣接する枝線につきまし

ては、そういった枝線の路幅といいますか、それが４

メートル以上あれば、それは当然市道として認定され

る要素を含んでいるというふうにとらえております。 

 ただ、西側の路線につきましては行き止まりのよう

な形になってございます。起終点が市道に隣接する道

路であれば、緊急車両等の走行が可能なわけでありま

すが、このような行き止まりになっている路線につい

ては方向転換ができる、そういった転換場所を設ける

ことによって市道として認定をしているところでござ

います。そういった指定の認定要件に沿った形であれ

ば、地元の要望、それから、ご協力を得ることによっ

て市道として認定していくことも、これはやぶさかで

はないというふうに考えております。 

 それから、先ほど側溝の改修のことがございました。

確かに現地を見れば非常に老朽化しているというふう

に認識してございますが、いずれ側溝の改修につきま

しても他の路線等との状況もございますので、いずれ

早急な改修ができるよう検討してまいりたいというふ

うに思います。 

 それから、久慈高校の西側の生活排水の対策につい

てであります。 

 これにつきましては、市長からご答弁申し上げたと

おり、現在、調査設計等をやっているわけであります

が、この地域は非常に低いところに位置してございま

す。そういった点で、生活水の生活雑排水等の排水対

策、これを流すためのルートとして五つのルートを検

討してございます。 

 ただ、このルートの中には今の久慈高校の正面を、

久慈高校のグラウンドの東側を流れる水路があるわけ

ですが、これに通す案、それから、グラウンドの南側

になりますが、堤防沿いに持っていく案とか、あとは

北側にテニスコートがございますが、久慈高校の敷地

の中を通す案、それから、もう一本は民地のほうを通

る案とか、この五つの案を大体想定しておるわけです

が、いずれにしても、この排水路を整備するに当たっ

ては内々に地権者の方にも当たっておりますけれども、

生活雑排水が流れるようでは困るという指摘を受けて

ございます。 

 というのは、浄化された水が流れるのであれば、そ

ういった生活環境等にかかわって問題はないというこ

とでありますが、雑排水も一緒に流れるようなことで

あれば、そういった臭気とか、環境上よくないという

ことで、ご意見をいただいているところでございます。 

 そういった部分で、そういった生活環境の整備もあ

わせてここは検討しなければならない地域というふう

にとらえておりますが、いずれどういったルートが一

番いいのか、現在検討しているところであります。 

 それから、吉田沢川につきましては、市長からご答

弁申し上げたとおりでございまして、いずれ早急に事

業着手をして、この事業を完結させていきたいという

ふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  市長から個人的な意見が述べ

られました。やはり抑止力論をまだ市長は思ってるん

ですね。沖縄の海兵隊は、日本を守るためにあるんじ
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ゃないわけですよ。すべてイラクとか、パキスタンに

出かけていって戦争、侵略をする部隊です。そういっ

た意味では、沖縄の人たちは抑止力論という神話にだ

まされない状況が生まれてるんですね。 

 だから、北朝鮮の問題も言いましたが、今、北朝鮮

の問題で言うと、６カ国協議が進められています。こ

の話し合いの輪をつくっていくということをしながら、

解決しなきゃならんというふうにも思います。そうい

った中で、抑止力論にまださいなまれてると、今の民

主党政権もそうです。そういう状況の中で、アメリカ

に物が言えない、そういうことが今状況があるわけで

すね。 

 そういった意味では、本当に今、沖縄のアンケート

をとっても、琉球新報がとったアンケートでも、とに

かく沖縄の中には87％の人たちが反対なんだと、しか

も一番多いのが無条件撤去なんだという状況まで来て

るわけです。先ほど申し上げた、ポイント・オブ・

ノー・リターンという言葉、まさに今沖縄の状況とい

うのはそういうことが生まれ出る、言わざるを得ない

ような状況まで今進んでるんだということを認識して

いただきたいというふうに思います。 

 そういう点で、私との認識の違いが、そこのところ

が明らかに違います。そういった意味では、なかなか

市長の今の対応では嘉手納の首長さんとか、それから、

名護とか、それから、今の宜野湾市の市長さん、ある

いは嘉手納町長さんとか、なかなか今の考え方では連

帯できないなという感じを受けたんですけど、その点

では非常に残念です。 

 いずれ今の日本の状況、65年、未来永劫安保条約が

続くわけではないので、そういうためにぜひこれは後

で資料を差し上げますけども、ジョージ・パッカード

米日財団理事長という人がいます。この方はこういう

ふうに発言しています。「米軍のプレゼンスは米軍地

位協定によって規定されているが、この協定は日本の

国会の承認を受けたことはなく、心ある日本人の間で

は、19世紀のアジアにおける西洋帝国主義の特徴だっ

た治外法権の延長だとますますみなされるようになっ

ている」という点とか、それから、「この状況が続か

ないだろう」ということもこの人が言っております。 

 そういった意味で、アメリカのこういった有識者か

らもそういった事態が生まれているんだということを

知りながら、状況を判断していくのは大事だと思うの

で、そういった意味ではぜひ、市長の抑止力の維持の

考え方はなかなか変わらないかと思いますが、私はそ

ういう時期に来てると、そういう状況に来てるんだと

いうことを認識しながら対応していく必要があるとい

うふうに思いますので、その点での意見の違いは明確

にありますので、申し上げておきます。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  私から今の点について少しだ

けお話をさせていただきますが、私が先ほど申し上げ

た日本の抑止力、いわゆる自衛隊の力等々についてで

ありますけれども、これは何も米軍の海兵隊のみをと

らえて申し上げたものではありません。私が申し上げ

たかったことは、沖縄県民の皆さんの負担を軽減をし

ていくために、しからば抑止力全体を考えた場合に

我々の地域が抑止力の一部を担う覚悟があってこそ、

初めて連帯が可能だと、私は思うんです。このことに

ついて、ただ単に言葉だけで連帯連帯と叫んでも、真

の意味の連帯はない。このことを私は強く理解をいた

だきたいという思いを込めて答弁をさせていただきま

す。 

○議長（宮澤憲司君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  子供の医療費の無料化の拡

大についてお尋ねをいたします。 

 答弁では種々検討して、できるだけ早い時期に実施

に踏み出したいということで、大変前向きな答弁いた

だきました。ご案内のように県内35自治体の中で、既

に16市町村が踏み出してる。市段階で言えば、宮古、

遠野、八幡平市がですね、小学校卒業までと、周辺の

近隣の町村で言えば、普代、野田ですか、それから、

軽米、九戸村という、これらは中学校卒業まで町村は

なってるということで、急いで検討を精力的にやって

いただいて、早期実現を望みたいわけですが、いわゆ

る以前に聞いた経緯があったんですが、いわゆる所要

財源、例えば、小学校卒業までやった場合、どれぐら

いなんだという点では、かつて4,400万ぐらいでした

か、というような答弁いただいた記憶があるわけです

が、今の段階でどれぐらいの所要財源を見込んでいる

のか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。 

 ２点目、医療費の窓口の減免の問題、これ答弁でも

モデル調査を分析して、国の基準が示された段階で、

財政状況を見ながら検討したいということで、これは

一昨年の９月に私が質問したときも同様の答弁いただ
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いてるわけですが、たしかその時点で言いますと、実

施した場合、半額を国保の特別調整交付金ですか、活

用して２分の１補助をしたいというようなこともあっ

たと思うんですが、そういう見通しについては、現在

もそういう認識なのかどうかという点と、現行の制度

では、例えば、規定を定めてるところでも、実際には

医療費の減免定めているところでも、実際に活用状況

がよくないんですよ、現実には。これは一つには、周

知徹底の問題もありますが、いわゆる根本的に内容が

厳し過ぎて、看板はあるけども、中身がないという状

況もあるやに聞きます。そういう点では、検討される

場合には実効性のある制度としてぜひ検討していただ

きたい、その２点、お尋ねいたします。 

 この項の国保税の減免の問題で、１点お聞かせくだ

さい。いわゆる給与所得者で、いわゆる労働者が企業

の都合で解雇された場合の取り扱いの問題です。いわ

ゆる前年所得で国保税を算定されると思うので、そう

すると、どうしても大変な金額になるわけですね。そ

ういう点では、今年４月からですか、企業の都合によ

って解雇された場合の国保税の減免の新たな制度が出

たと、たしか所得を３分の１に認定して、それでもっ

て国保税を計算するんだというふうにも聞いてるんで

すが、それについてもお知らせください。 

 次に、後継者問題、新規参入者問題についてでござ

います。 

 この新たな対策も検討したいという答弁もあったわ

けですが、ちょっと資料的には古いですね。平成10年

と17年の比較での減少数、答弁されたと思うんですが、

それにしても大変深刻な状況にあるということは、こ

の数字からも言えると思うんです。 

 そこで、一つは、現状のまま推移したならば、いわ

ゆる後継者不足ですね、現状のまま推移をしたならば、

５年後、10年後になればもっと大変な、壊滅的とは言

わないけども、極めて深刻な状況が推測されるのでは

ないかと思うんですが、５年後、もしできれば10年後

推測されておられれば、どういう状況になるのか、お

聞かせいただきたいという点と。 

 それから、新たな対策も検討したいというふうに言

われましたけども、県内でも宮古、高田の例が先ほど

ありましたけども、いわゆる農業者なんかでも就農援

助金とか、いわゆる生活等資金を含めての月10万円と

か、あるいは15万円とか、それを１年とか２年とか、

一定の手当をして、そして、それぞれの就農や農業や

漁業という制度まで組み込まないと、なかなか融資の

返還の助成だけでは、これに歯止めをかけるのは厳し

いのではないかというふうに思うんですが、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 それから、地元産材の利用促進問題、政府のあれ見

ますと、今後10年間で、いわゆる国内産材の利用、現

行20％程度ですよね。これを10年間で50％台まで持っ

ていくんだということです。その点で、公共施設の利

用促進や土木事業の利用促進もうたわれてるわけです

けども、いわゆる今後10年間といいますと、そう長い

スパンではないんですよね。そういう点で、やっぱり

一定の指標、目標を持って取り組む必要があるのでは

ないかというふうに思うんですが、お聞かせをいただ

きたい。 

 ２点目、国産材の利用の促進の問題では、たしか学

校施設に使う場合には補助が複数年度であると思うん

ですね。 

 ところが、学校施設以外ですと、単年度が実態では

ないでしょうか、学校施設以外に地元産材を利用する

場合、そうすると、木材の場合は伐採から製材して、

すぐ使えるわけではないので、乾燥に一定の期間必要

なわけですね。そういうことからすると、政府に対し

て補助を単年度主義じゃなしに、複数年度で補助のあ

り方を要請するというのは促進する上でも極めて大事

ではないかと思うんですが、お聞かせをいただきたい。 

 後に、旧長内中問題、答弁をいただきました。大

変ありがとうございます。ぜひ耐震診断をされて、そ

の結果によっては対応もするということで結構な答弁

いただきました。 

 そこでお聞きしますが、今文化施設の位置づけです

か、教育施設ではないわけですよね。その場合、例え

ば、耐震診断とか、あるいは場合によっては耐震補強

も必要になってくる、その場合の補助の取り扱いはど

のようになってるのか、参考までにお聞かせください。 

 以上。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  まず 初に、医療費

助成にかかわっての所要財源はどれぐらいになるのか

ということでございます。これの積算そのものがなか

なか困難なわけですが、ただいま請求してるのは21年

の４月、８月、12月のレセプトから推計いたしまして、
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中学校卒業までで5,700万ほど、小学校卒業までで

3,800万ほど、小学校３年生までで2,000万ほどという

ことで推計をいたしております。 

 それから、国民健康保険法第44条にかかわっての窓

口での一部負担金の減免にかかわっての国の特別調整

交付金がどうなのかということでございますが、今現

在、モデル事業で実施しているものについては２分の

１の特別調整交付金が交付されてるということでござ

います。 

 それから、制度をつくる場合に実効性のある制度を

と、今現在、なかなかに利用がなされていない実態が

あるということでございますが、これについては国か

ら示される基準をもとに参考に今後検討していきたい

というふうに考えております。 

 それから、国保の減免にかかわっての、給与所得に

かかわってのご質問でございます。解雇等をされた場

合に給与所得を100分の30に相当する額によるものと

して所得割を計算するんだということでございまして、

今現在、６月10日現在の数値でございますが、申請が

62件ということになってございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  関連質問を私に２点い

ただきまして、お答え申し上げたいと思いますけども、

ちょっと地元産材の利用目的については資料を取り寄

せてお答え申し上げたいと思います。 

 後継者対策についての新たな対策でございますけど

も、議員ご提言がありました生活支援についての対策

については、私自身も理解してございますけども、な

かなかに社会通念上、理解いただけないものかなと、

そのように考えている点がございます。具体的に申し

上げたいと思いますけども、久慈市が新規就農者対策

として侍浜ほうれんそう団地を造成して、新規就農者

を募ったわけでございますが、これまでに６名が入植

いたしましたけども、２名の方が離植し、そして、１

名の方が農業をやめることになった事例がございます。

このことからも新規就農者自身が相当の覚悟を持って

第１次産業に就農しなければ持続した、相当の覚悟を

持ってしなければ持続した就農が保証されないんだろ

うと、そのように考えてございまして、この生活支援

に対しては市民の理解がなかなか今現在では得られな

いのかなと、そのように思っている点がございますの

で、研究してみたい、そのように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  旧長中の歴史民俗資料室

等の耐震診断の国庫補助の制度についてお答えをいた

します。 

 補正にも計上してございますとおり、国の補助制度

がございまして、住宅・建築物安全ストック形成事業

という名称でございまして、国の補助率が３分の１と

いうふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  国産材の公共施設等への利

活用ということでありますけれども、小野寺議員おっ

しゃるとおり、10年後には木材自給率を50％に伸ばす

んだというふうな国の方針があるわけでありまして、

そういうことによって今国会において公共建築物木材

利用促進法が成立をしたわけであります。その中にあ

って、いずれ国、県、自治体においても、いわゆる公

共施設等についての国産材の活用を重点的に推進をし

ていくんだということでもありますし、あるいは道路

等のガードレールとか、それから、高速道の遮音壁と

かというふうないろいろ面について国産材を活用して

伸ばそうということなんでありますが、一方では木材

価格の低下ということも一方ではあるわけであります。

それは総合的にこの法律のもとで、国はどういうふう

に今後対応するのかということについては我々も注視

をしながら、できるだけ活用できる部分については活

用をする方向で、いずれ検討していかなければならな

いというふうに思っておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  資料を取り寄せると言った

のは国産材使った場合の補助、単年度、複数年度のそ

の件ですか、保留されたのは、はい、それは後で答弁

いただきます。 

 村上部長さん、ぜひ検討していただきたい。侍浜の

ほうれんそうのやつはお聞きをしました。なかなかに

みんながみんな後継者、新規参入者してというのは難

しい面もあるという実態もわかりました。 

 そこで、ぜひ参考にしてほしいのは、これは福島県
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の若松市です。これは就農資金の問題ですが、今言わ

れたように１年目は、資金助成はなくて、短期研修、

２泊３日とか、あるいは１週間とか、そして、もちろ

んそういう若干の受け入れ先の農家への手当等はある

と思うんですが、それで２年目は受け入れ農家と実践

研修、これは１年間、その場合には、いわゆる研修生

に月15万の生活支援の一部といいますか、出して、そ

して、それをクリアして、よしやってみようという場

合、３年目には、いわゆる農地の賃貸借料とか助成す

るとか、そういう流れで、いわゆる定着率を高めてい

くというような、そういう例もあります。 

 ありますから、侍浜のほうれんそうの例もあろうか

と思いますけども、こういう例もぜひ参考にして、実

際に農業でも林業でも、すぐにそれで稼げるという状

況にないものですから、ぜひそういう１年10万とか15

万とか、それを１年とか２年とか、そういう制度もぜ

ひ検討していただきたいというふうに思いますが、い

かがでしょう。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまのご質問にお

答えいたしたいと思います。 

 先ほどの答弁の繰り返しになりますけども、持続性

の保証がないままに生活に対する支援はなかなかに理

解されないのではないか、そのように考えております。 

 ただ、おっしゃってることは十分に理解できますの

で、今後研究をしてまいりたい、そのように思います

ので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（宮澤憲司君）  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30分   散会   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /GC-Special-Character
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


