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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。政和会代表、砂川利男君。 

    〔政和会代表砂川利男君登壇〕 

○７番（砂川利男君）  私は政和会を代表して、市政

を取り巻く諸課題について、市長並びに教育長に質問

いたしますので、簡潔なるご答弁をお願い申し上げま

す。 

 第１に、フランクリン市の使節団訪問について、お

尋ねをいたします。 

 ２番目に、広域行政について、火葬場建設に向けた

市の対応についてお伺いをいたします。(2)番目の岩

手北部広域環境組合についてもお尋ねをいたします。

ドクターヘリについてお尋ねをいたします。 

 ３番の災害対策について、災害時の仮設住宅設置場

所の確保についてお伺いをいたします。(2)番目の雨

水排水対策についてもお尋ねをいたします。土砂災害

ハザードマップについてお伺いをいたします。 

 ４番目の企業の支援対策について、雇用の確保につ

いてお伺いをいたします。企業の支援方途・状況につ

いてお伺いをいたします。 

 ５番目に、高齢者の所在の確認についてお伺いをい

たします。 

 ６番目の戸別所得補償制度についてお尋ねをいたし

ます。 

 これまでの担い手育成は、特定の農家や経営体に支
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援対象を絞り込んだ、政策誘導型だと言われてきたが、

今度は多様な農業者を支援する環境整備型に転換した

とされ、つまり環境整備は国が行い、担い手は多様な

現場にゆだねて、本年度導入された戸別所得補償モデ

ル事業にも同様の意味が込められていると言われてい

る平成23年度から本格的に戸別所得補償制度が始まる

とされているが、市内の水稲農家はどの程度対象にな

るのか、お尋ねをいたします。 

 担い手政策について、農業構造の展望のような政策

モデル重視の指導型から現場重視の支援型へ転換した

とされる政策の中身は、育成、確保すべき担い手候補

の筆頭に上げているのは、認定農業者制度の活用によ

る家族農業経営、次は、法人化、六次産業に取り組む

集落営農等とされている。市内の農業生産者は、すべ

て認定農業者となっているか、また、集落営農と言わ

れる形になっているか、お尋ねをいたします。 

 担い手を育成するために意欲のある人に、農地の集

積化を図ると言われる中で、農地の貸し手と借り手の

間に、貸しはがしという言葉が言われておるが、貸し

はがしとは、どのような状態を行政サイドではとらえ

ているのかお尋ねをいたします。 

 戸別所得補償制度は、2011年度から畑作にも適用さ

れるとしての政府原案によれば、大豆や麦の10アール

当たり収量に応じて、交付する数量払いの割合を現行

の水田経営所得安定対策よりも、地域によっては交付

額がふえる可能性があるとしているが、問題は東北と

都府県と九州の10アール当たりの収量を使い、農水省

原案の交付額の試算を見ると、10アール当たり１万円

前後、東北が低くなるとされている。ここが、大問題

と言わねばなりません。収量の高いところを基準に単

価が決められ、全国一律で実施となると報道されてい

るわけであります。当地は、千年の歴史を通じても、

いまだに変わることのない、けかず風の吹くやませの

常襲地帯であることから、常襲地帯にあった数量をは

じき出して、地域別単価の設定を強く県、国に要望す

べきと思うが、ご所見を賜りたい。 

 ７番目に、今夏の猛暑について、農林漁業への影響

と対策についてをお伺いをいたします。水道水の消費

量と供給能力についてもお伺いをいたします。 

 ８番目は、海女フェスティバルについてお伺いをい

たします。 

 ９番目は、市営野球場を中心とした総合スポーツ施

設の建設についてをお伺いいたします。 

 市道の整備についてお伺いをいたします。 

 下水道整備についてお伺いをいたします。 

 本来的には、市の下水道整備事業は現市政下におい

て取り組まれた事業でないので、申し上げにくい面も

ありますが、財政に大きな影響が懸念されることから、

あえて申し上げることにご理解を賜りたい。資料が少

し古いですが、平成20年度末における当初の下水道未

整備人口は２万7,459人で整備率は28.8％とあり、今

後、下水道を整備することで処理計画達成となるでし

ょう。 

 しかし、そのためには345億9,834万円という膨大な

建設費を投じなければ、久慈市の下水道整備事業計画

は終わらないことになる。しかも、下水道管は30年が

耐用年数とも言われており、すべての工事が終わって

も、その尻から下水道管の腐食が始まり、いつまでも

終わりのない事業と言われておるのが下水道でありま

す。下水道事業が、地方自治体財政の赤字を生み出す

主なる要因と言われるゆえんでもあり、下水道事業は

独立採算制を原則としているにもかかわらず、国及び

地方自治体財政に強く依存していると言われており、

そこで当市の現状を平成15年度について参考までに申

し上げたい。なぜ、平成15年かと申せば、私の記憶が

間違えでなければ現市制は平成15年から始まったと理

解しているからであります。 

 その下水道接続世帯数は960世帯、下水道利用料収

入は5,518万7,000円、下水道管理費は６億197万8,000

円、下水道管理費不足額５億4,679万1,000円、一世帯

当たりの下水道利用料金、年間５万7,400円、一世帯

当たりが本来支払うべき経費、年間62万7,000円、一

世帯当たりの年間の不足額56万9,500円とのデータが

あるわけですが、この現状の流れは大幅に改善された

とは思えないわけであります。新たに、下水道に接続

世帯分の利用料収入がふえたに過ぎないと理解するわ

けですが、しかし、久慈市だけが例外なわけではござ

いません。 

 この状況は全国的にもかかわらず、平成16年12月16

日付において、国土交通省都市地域整備局下水道部下

水道企画課下水道管理指導室長の名において、各都道

府県下水道担当部長あてに下水道経営に関する留意事

項についてという通知が出されており、その中身を見

ると、適切な下水道利用料を設定し、確実な徴収に努
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めなければならないとされているわけですが、この通

知に対して久慈市はどのような対応をしてきたのか、

お尋ねをいたします。 

 下水道は非常にお金がかかり、利用者から応分の負

担が徴収しにくい面が全国的であるが、今後さらに深

刻になる恐れを感じるわけであります。それは、下水

道法改正の動きであります。現下の法では、下水道が

通れば浄化槽は速やかに下水道に接続しなければなら

ないことになっているが、下水道法が改正されれば、

浄化槽は下水道に接続しなくてもよいことになる法案

が現在、国土交通省、環境省、総務省の３省合同協議

に入っていると言われておることから、この法が改正

の目前の状況にあるわけであります。 

 この下水道法の改正によって、久慈市内の浄化槽は

下水道に接続しなくてもよいことになるということは、

下水道利用料料金の不足がさらに増大する。そして、

今後の日本の社会は25年後には毎年、100万人の人口

減が推計されていることを考えると、今後、下水道整

備を続ければ続けるほど、膨大な財政負担を後世にツ

ケ回すことになる恐れを感じるわけでありますが、こ

の現状を何とかしなければならないのではと思えば、

汚水処理計画を見直すことも必要ではないかと思うが、

ご所見を賜りたい。 

 次に、県立久慈東高校についてお尋ねをいたします。 

 市政発展のために毎年行政視察をさせていただき、

視察先の多種多様な取り組みに接するたびに、町おこ

し、地域おこしの原点は歴史であり、文化にたどり着

くと感じられてなりません。そこで、当市を町おこし、

地域おこしの視点で見たとき、また市を対外的に宣伝

紹介するとき、よく使用されるのが、北限の海女とこ

はくと柔道の町と言われるわけですが、そのほかに強

調できるものがないかと思えば、私は何と申しても久

慈城であり、そして久慈城を東西に20カ寺があったと

される寺の数の多さと思うわけでありますが、現状は

外に向かって宣伝したり、強調したりできる実態にな

く、一般の人のみならず久慈に20カ寺が存在したこと

など想像だにできない状況に目を向けることこそ、市

長が常に申している未利用資源に相当するものの一つ

でなかろうかとの思いで、さきの議会において久慈城

主久慈備前守に少し触れたわけでありますが、私の独

断と偏見の調査によると、久慈城を東西に20カ寺があ

ったと聞き調べたところ、その寺と思われる寺が、京

都の聖護院門跡寺院の過去帳に次のように記されてい

るわけであります。南部八戸九戸郡久慈門前村若王子

配下南光院ほか17カ寺が記載されており、南光院は当

地の統括の位置にあったようである。聖護院の始まり

は今から920年前、後白河天皇の皇子が入寺してから

門跡寺院と称され、全国の修験道の総本山として、京

都の町中にある千年の歴史のある寺の古文書に記され

ていることから言えば、久慈市は市内に20カ寺がひし

めく、修験道の村々であったことになる。 

 そこで、久慈市にあったとされる南光院はどこかに

ついて、県立図書館の寺院概要に、南光院、大川目村

大川目字片岸、山城国愛宕郡聖護村聖護院末、天台宗

寺門派境内438坪官有地とあり、南光院について詳し

く調べた人が九戸文化誌に寄稿しているのを見ると、

その中に久慈の修験南光院の跡地は門前の久慈農林高

校の旧正門を入ってすぐ左の畑地にあったとされ、ま

た岩手県史によると、久慈南光院は20石とあり、藩侍

遇だったとされている。このことから現在の門前とい

う地名は、南光院に大きな門があったことが想像され、

その前の集落だから門前村と言われてきたと推察した

くなるわけですが、現状は何げない風景なわけです。

久慈市を象徴するに等しい、大変由緒ある歴史の地で

あることにかんがみ、できることなら歴史の名残を感

じさせるような校名を熱望するわけであります。校名

とともに、建物の顔とも言える出入口の校門も由緒あ

る歴史にふさわしい門を毎日通学される学生さんのみ

ならず、そのような立派な門を通り、体で感じていた

だく繰り返しが、自然体として郷土に対する愛着であ

り、誇りにならんことを願うことから、県に対して要

望するべきと思うがご所見を賜りたい。 

 次に、歴史説明板の設置について、お尋ねをいたし

ます。 

 歴史の重要性を私ごとき者が申し上げるまでもない

わけでありますが、私たちは住んでいる久慈市の歴史

を知ることなくして、次の世代を担う子どもたちに何

を誇りに語るだろう。小さく言えば個人の先祖、さら

に申せば市の歴史であり、県、国の歴史と私は理解し

ているわけですが、村市合併直前に村の中に史跡等取

りまとめたものがあるわけですが、いずれの場所へ行

っても何もない、久慈市史に記されている史跡等に対

しても同じような状況に思うわけですが、標柱を立て

説明等を立てていただくことにおいて、わかりやすい
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地図の作成が可能となり、例えば市内でよく見かける

グルメマップなど、非常によくできていると思うので

あります。グルメマップ形式の久慈版歴史マップなど

が身近にあることで、新たなる行動の始まりとなるこ

とが期待されることから、ぜひ検討すべきかと思うわ

けであります。山形町にいたりましては、合併後、標

柱10本ぐらい立てていただいたようですが、残念なが

ら由来など記した説明板は設置していただいていない

状況ですので、歴史めぐりをするなど、言いかえれば

地域おこしであり、町おこしにもなり得る一つの資源

として、久慈市史を片手に歴史めぐりできるような久

慈版歴史マップの作成をしていないのであれば、検討

すべきと思うがご所見を賜りたい。 

 以上、登壇して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）  政和会代表、砂川利男議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 ご質問をいただきました大部分については、その表

題についてのみ触れられております。したがいまして、

いただきました、その事前にいただいております要旨

に基づいて答弁をいたしますので、質問のご趣旨と異

なる場合もあるかもしれません。このことについては

ご理解を賜りたい、このように思います。 

 初に、フランクリン市訪問団についてお答えをい

たします。 

 まず、訪問団の規模、内訳についてでありますが、

団長１名、副団長２名、事務局ほか３名、また一般公

募により募集した団員15名を含めた総勢21名となって

おります。 

 次に、訪問内容についてでありますが、９月29日か

ら10月７日までの９日間の日程で、その間フランクリ

ン市を訪問し、姉妹都市締結50周年記念調印式、市民

交流会及びホームステイなどを行いますほか、ワシン

トンＤＣ及びロサンゼルスにおいて、行政視察を行う

予定となっております。 

 次に、広域行政についてお答えをいたします。 

 まず、火葬場建設に向けた市の対応についてであり

ますが、火葬場建設の進捗状況につきましては、現在、

久慈広域連合により、夏井町鳥谷地内の民間野球場用

地を建設候補地として、検討が進められているところ

であります。 

 ５月26日と８月２日の２度、住民説明会を実施いた

しましたほか、８月29日には先進地視察として宮古市

の火葬場施設見学会を実施し、地域住民の理解が得ら

れるよう努めていると伺っているところであります。 

 市の対応についてでありますが、火葬場施設を引き

受ける立場と施設を必要とする二つの立場があります

ことから、地域住民の理解が図られるよう状況を見き

わめながら、久慈広域連合の要請に応じ協力をしてま

いりたいと考えております。 

 次に、岩手北部広域環境組合についてでありますが、

ごみ処理施設計画の概要は、施設の平成30年度の供用

開始に向け、今年度から平成26年度までは施設整備に

向けた地質調査、測量、環境影響調査等の実施、平成

27年度から平成29年度まで建設工事を行う予定となっ

ております。 

 進捗状況でありますが、本年４月１日に事業主体と

なる岩手北部広域環境組合が設立され、去る７月28日

には当該組合の第１回臨時議会が開催されたところで

あります。 

 今年度においては、事業方針検討調査業務、地質調

査業務、測量業務を実施予定であると、岩手北部広域

環境組合から伺っているところであります。 

 次に、ドクターヘリについてお答えをいたします。 

 まず、県の導入計画の進捗状況についてであります

が、現在、県では関係者でつくります「ドクターヘリ

運航調整委員会準備会」を発足させたところであり、

平成23年度後半に試験運航を始め、平成24年４月から

ドクターヘリを導入する計画であると伺っております。 

 次に、当地域への導入効果についてでありますが、

救命率などから半径50キロ圏内でのドクターヘリ運航

が効果的な出動範囲であると認識いたしておりまして、

現在、県が配備を予定している矢巾町の岩手医大キャ

ンパスのヘリポートでは、その効果に疑問があると考

えております。 

 一方、県においても現在配備となっている青森県や

平成23年度から導入予定の秋田県との連携に向けた

「運航協定の締結」を進めるなど、効果的な運航に努

めたいといたしておりまして、市としても同主旨に立

って要請を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、災害対策についてお答えをいたします。 

 災害時の仮設住宅設置場所の確保につきましては、

「久慈市地域防災計画」の「応急仮設住宅の建設等及
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び応急修理計画」に基づき、建設場所の選定を行うこ

とになっております。 

 敷地の選定には、災害時における危険箇所及び生活

関連設備の整備状況など総合的に考慮する必要があり

ますことから、今後、仮設住宅設置場所の選定につい

て、検討をし、決定してまいりたいと考えております。 

 次に、雨水排水対策についてでありますが、ポンプ

場の設置は、公共下水道雨水排水全体計画で25カ所を

計画いたしております。このうち事業化のため、事業

計画の認可を受けているものが15カ所、そのうち、門

前、中央、西の沢ポンプ場の３カ所が供用開始されて

いるところであります。 

 現在、災害時の対応拠点となる川崎町地区について、

雨水排水施設の整備が進捗中であり、これにあわせて

ポンプ場の整備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、土砂災害ハザードマップについてであります。 

 初に、当市における土砂災害危険箇所についてで

ありますが、「久慈市地域防災計画」の「土砂災害予

防計画」では、地すべり危険箇所22カ所、土石流危険

渓流343カ所、急傾斜地崩壊危険箇所280カ所となって

おりまして、また、「土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律」による土砂災害

警戒区域は36カ所、そのうち、土砂災害特別警戒区域

は９カ所指定されております。 

 次に、土砂災害ハザードマップの作成計画につきま

しては、土砂災害警戒区域等における円滑な警戒避難

を確保するために、本年７月に「土砂災害防止法に基

づく警戒区域」も含めた「総合防災ハザードマップ」

として業務委託を発注しており、現在作業を進めてい

るところであります。 

 今後、地域住民などの参加によるワークショップを

行い、平成23年３月に完了させ、全戸配布する予定と

いたしております。 

 次に、企業の支援対策についてお答えをいたします。 

まず、県発注工事の談合問題にかかわり、去る４月９

日、対象事業者に対して３カ月の指名停止処分を行っ

たところであります。 

 今回の指名停止処分との関連性については把握でき

ないものの、「ハローワーク久慈」からの情報により

ますと、４月以降、市内建設会社のうち数社で若干名

の解雇があったとのことであります。 

 なお、市といたしましては、失業問題は喫緊の課題

と認識をいたしておりまして、かねてより緊急雇用対

策事業等を積極的に展開し、雇用の確保に努めている

ところであります。 

 次に、企業に対するフォローアップについてお答え

をいたします。 

 フォローアップは、会社訪問で聴取した操業上のさ

まざまな課題の解決を支援することによりまして、さ

らなる事業規模の拡大を通じた雇用機会の創出を図る

活動であります。具体的な取り組みといたしましては、

企業が抱える課題について企業と一緒になって解決策

を考え、特に技術的課題に対しては大学や公設試験研

究機関等を紹介するほか、各種助成金の活用や人材育

成に係るセミナー開催等の案内など、広く情報提供を

行っているところであります。また、商品の改良や新

商品の開発におきましては、大学等との共同研究を支

援いたしますほか、増設等の案件に対しては補助金の

活用を促すなど、総合的に支援を行っているところで

あります。 

 こうした地道な活動によりまして、北日本造船株式

会社久慈工場や盛岡東京電波株式会社久慈工場の増設

案件に対し、時期を逸することなく支援策を提案し、

企業の増設を力強く後押しすることができ、雇用機会

の創出につなげたところであります。 

 こうした取り組みは誘致活動とともに、極めて重要

な活動であると認識をいたしております。また、企業

の皆様からも高い評価をいただいておりますことから、

今後におきましても継続をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、高齢者の所在確認についてお答えをいたしま

す。 

 これまでも、当市におきましては、99歳や100歳の

長寿祝いの際に、私自身が本人にお会いし記念品等を

贈呈してまいったところであります。 

 また、その後におきましても、施設への入所状況や

介護保険受給者情報等により確認しているところであ

ります。 

 市といたしましては、今回の事件を受けまして、改

めて市内に住所を有する100歳以上の高齢者12名につ

きまして調査を実施し、全員の所在を確認したところ

であります。 

 さらに今後は、市独自の取り組みといたしまして、

同様に75歳以上の高齢者について、介護保険の受給や
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医療機関の受診情報及び敬老会の出席状況を把握する

など、民生委員等と連携し、所在の確認に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、戸別所得補償制度についてお答えをいたしま

す。 

 平成23年度から実施される、戸別所得補償制度の市

内水稲生産者の対象についてでありますが、戸別所得

補償制度は、米の市場販売価格が生産費を下回った場

合、農家に差額分を直接補てんする制度であります。 

 制度の対象者は米を販売する生産者のほか、今年度

と同様に、水稲共済加入者が米を販売する者とみなさ

れ、対象となりますが、飯米分として控除される10

アール以下の水稲作付面積の生産者は対象にならない

ものと考えております。 

 次に、市内の農業生産者のうち認定農業者数につい

てでありますが、2005年農林業センサスに基づく市内

の専業農家及び第１種兼業農家は398戸であり、この

うち認定農業者数は平成22年８月25日現在で163人、

９法人の合計172経営体となっているところでありま

す。 

 また、市内の認定農業者は、平成19年度末現在では

144経営体、平成20年度末現在では161経営体、平成21

年度末現在では170経営体と上向きに推移していると

ころであります。 

 今後におきましても、認定農業者制度の周知と対象

者に対する重点的支援を実施し、関係機関・団体と連

携を図りながら認定農業者の確保・育成に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、農地の集積化に伴う農地の貸しはがしについ

てでありますが、今年度実施されております米戸別所

得補償モデル事業は、米の市場販売価格が生産費を下

回った場合、農家に差額分が直接補てんされる制度で

ありますことから、担い手に集約された農地が分散す

るという、いわゆる農地の貸しはがしが懸念されたと

ころであります。 

 市の状況でありますが、水稲耕作者数が減少する状

況の中にありながら、水稲作付面積が横ばいで推移し

ておりますことから、個々の農業者間で農地の移動の

事例はあるものの、むしろ意欲ある担い手に農地の集

積が進んだと認識いたしているところであります。 

 次に、今夏の猛暑についてお答えをいたします。 

 まず、農林漁業への影響と対策についてであります

が、６月中旬以降現在に至るまで、常に平均気温を上

回る状態が続いております。 

 このことによりまして、水稲の成熟期は平年より10

日ほど早まる見込みであると、久慈農業改良普及セン

ターから伺っているところであります。 

 一方、当市の冷涼な気候を利用した、ホウレンソウ、

菌床シイタケにつきましては、猛暑の影響による減収

が著しく、深刻な状態であると認識をいたしておりま

す。 

 これまで、関係機関との連携による生産者巡回指導、

チラシの配布等による高温対策の周知を行ってきたと

ころでありますが、減収に歯どめがかからないところ

であります。 

 次に、畜産について申し上げますが、８月上旬にブ

ロイラー355羽が死亡、また、酪農の乳量は久慈管内

では８月期に比べて６％程度の減量、肉用牛及び養豚

は肥育状況の低下が懸念されているところであります。

これらの対策についてでありますが、畜舎、鶏舎の送

風にあわせて周辺への散水を行い、効率的に体温の低

下を促進するなどの対策を周知したところであります。 

 原木シイタケについて申し上げますと、春の収穫時

期が終わっていたことから、特に影響はなく、平年並

み以上の収穫が得られたところであります。 

 今後は、秋の収穫期に向けまして、暑過ぎる場合は

散水等による気温調整などの発育環境の調整が必要で

あるととらえております。 

 次に、漁業への影響についてでありますが、海水温

の上昇により特にもサンマの水揚げがおくれており、

早期に通常の海水温に戻ることを願っているものであ

ります。 

 仙台管区気象台から発表された３カ月予報では、今

後も気温の高い日が続くとの予想でありますことから、

必要な対応策を関係機関・団体等と連携を図りながら、

生産者に周知してまいりたいと考えております。 

 次に、水道水の消費量と供給能力についてお答えを

いたします。 

 まず、上水道の消費量でありますが、今期のピーク

は８月10日で、その１日の配水量は１万3,839立方

メートルとなっておりますが、昨年度のピーク時に比

べ248立方メートル、率にいたしますと1.8％の微増と

いう状況にあります。 

 一方、上水道の供給能力、すなわち１日当たりの配
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水能力は１万9,100立方メートルとなっております。

今期ピーク時の消費量は、その72.5％に相当するもの

であり、配水能力は十分確保されているものと認識い

たしております。 

 なお、簡易水道については、７施設中、２施設が昨

年度を9.1％上回る消費量でありますが、上水道と同

様に影響がなかったととらえているところであります。 

 次に、海女フェスティバルについてお答えをいたし

ます。 

 今年度は、天候にも恵まれ、また今年度改築いたし

ました海女センターのリニューアルオープンとあわせ

まして、多くの来場者があり、6,500人と昨年度と比

較し2,000人の増加となったところであります。 

 課題としては、道路事情により例年混雑すること、

駐車場の不足などが上げられます。その対策の一環と

して、ことしはシャトルバスの増便や漁船によるシャ

トル運行を実施したこと、あわせて事前にチラシや防

災無線などにより、車での乗り入れ等についてご協力

を促したことなどもあり、多くの方々にシャトルバス

やシャトル漁船をご利用いただいたところでありまし

た。また、これらの運行に当たりましては、多くの

方々から好評を得ていると判断をいたしております。 

 ただ一方、ことしにつきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、想像以上の来場者がございまして、バ

スに乗れない方の発生等もありましたので、今後、北

限の海女フェスティバル実行委員会とともに検討して

まいりたいと考えております。 

 次に、市営野球場を中心とした総合的スポーツ施設

の建設が急務であるとのご質問についてでありますが、

野球場の建設につきましては、候補地や工法ごとに概

算事業費を積算するための基本調査事業費を今回の補

正予算に提案しているところであり、その結果をもと

に判断する考えであります。 

 なお、ゲートボールやパークゴルフ場等を併設した

総合的スポーツ施設につきましては、昨今の厳しい財

政状況等を勘案をいたしますと、相当に困難が伴うも

のと認識いたしております。 

 次に、市道整備についてお答えをいたします。 

 これは、市道宇部岩瀬張線と国道45号との接続部分

についてのお尋ねととらえてお答えをいたします。当

該交差点は大型車両の通行が多く、円滑な交通確保の

ため交差点改良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、交差点改良には国道45号の右折レー

ンの設置や市道宇部岩瀬張線の拡幅等が必要になり、

多額の工事費が見込まれますことから、当面、早期の

実現は難しいと考えておりますのでご理解願います。 

 次に、下水道整備についてお答えをいたします。 

 まず、事業の進捗状況と普及率についてであります。 

 平成22年４月現在の進捗状況は、整備済面積が約

428ヘクタール、下水道計画区域の31.2％であり、普

及人口は１万1,934人、住民基本台帳人口に対する普

及率は31.2％となっております。 

 次に、下水道計画の見直しについてでありますが、

現在の下水道計画区域内において、集合処理、個別処

理の経済性等について総合的に検討した結果、集合処

理が有利であると考えており、これまでどおり公共下

水道計画区域として進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 なお、下水道計画区域内で事業計画の認可外の地域

につきましては、下水道計画区域外と同様に家庭用浄

化槽等の設置に対し、助成してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、県立久慈東高等学校についてお答えをいたし

ます。 

 まず、校名の変更についてでありますが、平成16年

４月の３高統合時において、校名を公募し、整備検討

委員会等を経て現在の校名となっていること、また、

校名変更をする場合は統合や再編などの特別な理由に

よる場合に限ることが基本であると、岩手県教育委員

会から伺っていることなどから、校名の変更は困難で

あると考えております。 

 次に、久慈農林高等学校の名残を感じさせる校門の

新設についでありますが、統合以来７年しか経過して

おらず、施設も新しく、現時点で校門を新設する考え

はないと、岩手県教育委員会から伺っているところで

あります。 

 以上で、政和会代表、砂川利男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（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）  政和会代表、砂川利男議員

のご質問にお答えをいたします。 

 史跡の歴史説明板の設置についてでありますが、こ
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れまで市内各地に所在する指定文化財や埋蔵文化財包

蔵地等の主要なものにつきましては、説明板や標柱を

設置しております。 

 このほかにも、市内には歴史を伝える史跡等が数多

く所在していることから、今後とも調査を進めながら、

説明板等の設置について検討してまいりたいと考えて

おります。 

 また、歴史マップの作成につきましては、平成５年

度に指定文化財マップを作成し全戸配布しております

が、その後、指定文化財等もふえていることから、説

明板等の設置とあわせまして、検討してまいりたいと

考えております。 

 以上で、政和会代表、砂川利男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を許します。

７番砂川利男君。 

○７番（砂川利男君）  ただいま、いろいろお答えを

いただきましたんですが、戸別所得補償制度について

お伺いをしたいと思います。 

 戸別所得補償制度の事業モデルとして、今年度から

希望者を募ってるという形だろうと思うんですが、そ

の中で、その売り手先を確保したところが対象になる

んだという報道もあるわけで、その中で買い手側のほ

うでは、おたくらは国から10アール当たり１万5,000

円の助成金をいただくわけだから、今までの従来どお

りの買い手の値段から、安くまけてもらえないとだめ

だという話などが出ているやに、まあ、報道等には出

ておるんですけども、久慈市における関係におきまし

ては、そういう実態があるのか、ないのか把握をされ

てるのであれば、簡単にお知らせいただきたいと思い

ます。 

 それから、下水道整備に関してでございますが、あ

る県におきましては、これは１万9,000人のところの

例を申し上げると、当初が事業計画が234億194万円が

この下水道で計画がされたと。ところが、先ほど申し

上げたように多大なお金がかかることから、ここの市

では集合処理浄化槽、こういうものに切りかえる方針

をいたしましたところ、158億7,600万で完了すること

ができたと。したがって、差し引き75億2,590万ほど

がその従来の計画より安くできることができたという

事例がございますので、長い目で見た場合においては、

久慈市も財政的な立場からこういった事例のところを

調査したり、考え方を弾力的に考えてみる必要もある

のでないのかなという思いがいたしますので、その点

について考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、県立高校の校名についての件なんですが、

現在決まってる状態をにわかに変えろというほうが無

理かもしれないし、現実的でないかもしれないけども、

私が申し上げたいのは、そういう歴史的な意義ある、

由緒ある地にあるんだということをどっかの片すみに

でもそういう名残を残してもらわなければ、行政のほ

うから歴史を消していくんだというに等しい状況だと、

私は言わざるを得ないんですよ。ですから、やはりそ

ういう歴史あるところに関連する部分のところにある

ものについては、やはり、大幅な改善をしていただけ

れば、それにこしたことはないですけども、かつては

ここはこういうところだったんですよとかいうような、

説明板らしきものとか、何なりとそういう形のものを

していただきたいという思いを、まあ、長々と申し述

べて失礼したわけなんですけども、もう一遍そこら辺

を考えていただきたいなというふうに思います。 

 それから、歴史の説明板はこれも似たようなもんな

んですけども、大体、全国どこ行っても地域振興なり、

町おこしなり盛んになってるところに観光に行くと、

大体この今私が申し上げたようなマップが、あるいは

ガソリンスタンドなり、飲食店なり、そういうとこに

身近に手に入るような状況にあるわけなんです。それ

を見ることによって、興味のある方は何らかの行動を

起こすという形に私はなるのでないかなという意味か

ら申し上げれば、調査なり、何なりしたものが確かに

あるでしょうけども、それを各戸に配布してきたとい

うのは大変ありがたいことなんですけども、やはりこ

ういうものを忘れないで、身近に感じられるように、

スタンドなりあるいは飲食店なり、不特定多数の方が

通られるようなところに配布できるような形があるこ

とが、やはり自分の郷土の歴史というものに関心を持

つ、あるいは何らかの日々の影響に関わりを持たせる

出発点の発想にもなるということから考えれば、そう

いったことも身近なところに接する形の機会をつくっ

ていただきたいんだという意味から、もう一度その認

識をお尋ねしたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私から県立高校の校名変更

についての質問にお答えをしたいと思いますが、市長
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からもご答弁申し上げておりますけど、平成16年に一

般の方々からの公募をしながら、それから当時は、農

林高校あるいは水産高校あるいは商業高校との、関係

者の方々がお集まりになって、種々議論を重ねながら、

現在の久慈東高校にまあ、決定をしたというふうに思

っておるところであります。いずれ砂川議員おっしゃ

るとおり、当時、跡地のいわゆるお寺があったという

部分については、私も実は、承知をしておらなかった

のが事実でありますんで、今後その辺については、い

ろいろ調査等を実施しながら、どうあればいいかとい

うことについては研究していきたいというふうに思い

ますので、ご理解をいただきたい。 

 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）  戸別所得補償制度に関

って、米価の動きについての再質問をいただきました

が、農協系統出荷以外の動きについては、現在把握し

ておりませんので、ご了承願いたいと思います。 

 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）  公共下水道に関って、１万

9,000人の都市の需要を引き合いにご質問いただきま

した。今現在、市でもってこの計画の見直しを今やっ

て、作業をやっているところでございます。平成23年

から42年、20年間の計画を今、練り上げているところ

でありますけれども、その中で、公共下水道、それか

ら集落排水事業、それから浄化槽と、そういった処理

の仕方、そういったものを総合的に勘案しながら、そ

の地域、地域によって、どれがベターなのか、そうい

ったものを総合的に研究しながら、今進めていくこと

が大事ですが、そういった中では、やはり現在進めて

きた公共下水道、これが長い目で見れば一番安い方法

になっていくというふうにはとらえております。いず

れ、議員からお話があったとおり、他市町村等の事例

も研究しながら、弾力的な形で計画を見直していくと

いう方向も考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  史跡等についてのこの案内

板あるいは歴史マップのご質問にお答えをしますけど

も、まず一つ、先ほど外舘副市長もお答え申し上げま

したが、議員さんおっしゃった、その南光院について

でございますけども、これについては実は、久慈市史

の中でも若干触れているところがあるわけでございま

す。ご存知だと思うんですけれども、ただ全体的には、

中身についてはまだ不明な点が多いよというふうな記

述、全体的申せばそういうことになっているわけです

が、その分については、これから、教育委員会として

も、そういった歴史的な背景あるいは歴史的なこれま

でのことについて、さまざまこの調査なり何なりをし

ていかなきゃいけない部分もあるんだろうというふう

に思っております。そして、これは市の文化財保護調

査委員会が設置されてございますから、そういったと

ころの調査、これらについても、考えてみなければな

らないだろうというふうに思ってございます。 

 それからもう一つは、確かに身近に市民の方々が感

じられるような対応、対策といったことでのマップづ

くり、これについてはやはり必要なことでございます。

どういったマップが果たしていいのか、それらもしっ

かりと検討しながら、先ほどご答弁申し上げましたよ

うに、今後検討してまいりたいというふうに考えます

から、ご理解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ７番砂川利男君。 

○７番（砂川利男君）  ただいまお答えをいただいた

わけなんですけども、参考までに下水道に関して申し

上げたいと思います。 

 一般的には、下水道というものは大規模であったり、

また専門の技術者が常駐するという立場から言えば、

水質も非常にきれいなものが放流されるというふうに

思いがちなんですけど、実際は逆なんですね。大規模

なほど、この水質が悪いんですね。例えば、大阪あた

りでいきますと、ＢＯＤが4.7％、それで、日本でこ

の普及率一番低いあたりになってくると、福岡あたり

の1.8とかいうふうに、このＢＯＤの値等で見ると、

汚れが小さい規模の汚水処理のほうが有利だというの

が、この全国的な一覧表の中でも出てくるんで、そう

いった意味から私はこの久慈市の場合においては、海

を抱えておって、なおかつ県内でも海の汚れがひどい

という部分は、これは私は深刻に考えていただきたい

問題だと思うんですね。実際にはまあ、新聞報道など

で見れば、大船渡が一番だということに、かつて報道

されているんですけど、問題は大船渡の場合は湾なん
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ですね。湾の中の水質が悪いんだというと、久慈は外

海だと。外海と湾とを比較して、同等ぐらいの水質が

悪いということは、はるかに問題じゃないかというこ

とを証明してることになるわけです。ですからまあ、

小さい規模のものも、決して大規模なものに劣らない

んだという観点から、計画というものを進める際に参

考程度にしていただきたいという意味でこれを申し上

げたいと思います。 

 それから、農業戸別所得補償制度に関しては、従来

この農業政策に光が当たらなかったところに、当たる

ような流れが出てきたということは、我々の地域のよ

うなところが該当する状況に、私は方向は向いてきた

というふうに思います。したがいまして、その中で何

が一番重要かというと、私は収量でもって、その基準

を決めているんだというところが大問題だと思う。久

慈はとにかく、やませの常襲地帯なわけですから、そ

この収量でもって、他の収量と同等の水準の所得補償

を得られるような形のビジョンというものは、我々当

局が組み立てて、要求していかなければ、国や県のほ

うがそういう形をしてくれると、私は思えないんです。

ですから、大変ご苦労されると思うんですけども、や

ませの常襲地帯における反当たりの収量というのは何

ぼですから、国が一律に決める基準に相当していくと、

これぐらいは当地域に関しては対応してくださいよと

いうような形のものを、ビジョンを今後つくっていた

だきたいというところは、お願いですので、決意のほ

どをお聞かせいただきたいと思います。 

○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）  戸別所得補償制度にか

かわって、生産者に実際に交付される金額のお話いた

しました。その積算上において、地域事情に即した金

額になるべきというお話だと思いますけども、私もま

さにそのとおりだと、議員と同感でございます。 

 したがいまして、声を上げて国に対して訴えていき

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）  ただいま下水道の放流に関

っての水質についての話がございましたが、確かに議

員がおっしゃるとおり、その水質の濁度といいますか、

そういったものは大都会、大都市ほどそういった水質

が悪くなっているということを情報を得ているところ

であります。小規模なものといいますと、一般家庭で

使っております浄化槽になるわけでありますけども、

そういった浄化槽につきましても、国の基準による数

値というものは、放流の数値というものは決まってお

ります。また、公共下水道においても、そういった水

質の管理といったものについては、法で決められた放

流される水質というものは決まっているわけでありま

す。いずれ、私どもといたしますれば、水質管理こう

いったものは、放流される水質管理、こういったもの

には十分注意を配していかなければならないというふ

うにとらえております。いずれ、先ほど申し上げまし

たとおり、現在進めています計画の中で、当面、実行

してまいる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）  ６番藤島文男君。 

○６番（藤島文男君）  私からは、２点関連質問させ

ていただきます。 

 １点目は、通告書の３番目の災害対策についてであ

ります。先ほどの砂川議員の質問についてのご答弁を

承りましたが、市長の答弁が積極的であるというよう

に私は認識しました。 

 きょう、９月１日というのは、奇しくも私が説明す

るまでもなく、全国防災の日であります。ちょうど、

この日を選んで、質問するわけではございませんが、

日ごろ感じていることでございますけども、やはり大

きな災害あるいは宮城県沖地震が、かなり確立の高い

中で発生することが予測されているわけですが、そう

いう点を考えるときに、防災の意識の高揚、当たり前

のことなんですが、具体的にそれを住民に対して、ど

う安全、安心を理解していただけるかということが、

も大事なことだと私はそのように位置づけておりま

す。 

 そこで、仮に、短期間でなく長期にわたって市民の

方々の安全を確保していくということになってくると、

とりわけ想定される分は、災害時の仮設住宅などに及

んでいくものと思います。そういう点で、事前に市が、

ここがこういうぐらいの、この規模の発生がした場合

は仮設住宅の設置場所にするよというようなことを

堂々と条例化して取り組んでいただくということは、

非常に大事なことだと思います。で、具体的な例を質

問事項の中に地名まで挙げましたが、その場所が適切

であるかどうかは当局のほうで検討していただければ
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いいことなんですが、いずれ、そういう大型災害に対

して、条例化して場所を具体的に設置していくべきだ

と思います。 

 それにさらには、久慈市ばかりでなく、隣接の市町

村、特に沿岸部などはそうですが、あるいは関東大震

災のように東京あるいは仙台、多く過去の災害時に苦

労されている場所がたくさんあるわけですが、そうい

う行政間との災害時の仮設住宅の設置に関しては、そ

れこそ、お互いが援助し合おうという、事前協定など

もこれは必要になってくるかと思います。そのように

して、幅広い意味での、ただ久慈市がよければいいだ

けじゃなくして、アピールする、協定しながら、お互

いが助け合っていこうじゃないか、そういうことが、

これからの災害対策に、それは非常に大事だと私は思

います。それがまた、今私どもが進めてもらっている

ところの教育旅行などにおいても、いろんな意味で効

果がいい面で、他の行政区、他の県との提携を結ぶよ

うな事業というものが、大きく前進していくものの一

つの糧になるんではないかと、そのように思っており

ますので、ぜひこの点については、ご答弁いただいた

ように積極的に取り組んでいただきたいと希望するも

のであります。 

 次に、質問事項の９番目の市営野球場を中心とした

総合的スポーツ施設の建設について、お尋ねします。 

 ご答弁の中においては、いろいろ予算上さまざまな

ことについてもお伺いしました。十分理解はできます。

ただ、これから、いわゆる新しい野球場をつくるとい

うだけで、これからの対応についてはいささか寂しい

部分がある。それはどういうことかと言うと、半端な

金、半端な予算でないことは重々私もわかります。そ

んな意味で、これから市民に理解、協力をいただく中

においては、やはり今、子どもらたちに、今、未来の

久慈市を背負っていく孫たちに、そういう施設を設置

して、野球を中心として健全な子育てなんていうこと

だけでは、なかなか理解できない。そういう意味で、

幅広くこれから高齢化の時代で、負担はそれぞれの中

で共同でやっていこうという認識を高めるためにも、

特にこれからは応分な負担をしていただきながら、財

政を補てんし、そして取り組んでいくためには、今の

時代、ゲートボールとかあるいはパークゴルフなどで

も、かつては私どもの先輩たちでスポーツには無縁の

ような方が、失礼ですけども一生懸命になってパーク

ゴルフなんかに通っている姿を見かけます。そういう

意味で、行政がこの際、野球場を中心とした総合的な

スポーツをする施設に取り組んでいくべきだと、私は

思います。と、同時にもう一つつけ加えさせていただ

きますが、若い人たちのために、関連して屋外のコン

サートなどができるような施設まで総合的に想定しな

がら取り組むんであれば、かなり皆さんの理解を得な

がら、実現可能であろうと私はそのように思います。

この２点について、お答えを願います。 

○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、奇しく

もきょうは、９月１日防災の日でございます。議員か

らもご指摘のとおりでございますけれども、防災意識

の高揚につきましては、常日ごろ、私どもも心にとめ

ているところでございます。それで、長期的な視点か

ら仮設住宅について、位置を条例化しようと、したほ

うがよろしいんじゃないかというふうなご提言でござ

いましたけれども、いずれ議員もご案内のとおり、災

害のものについては、どのような自然災害の種類、位

置、程度、これについていろんなパターンがあると、

私ども考えております。それで、避難地域については、

現在私どもの防災計画の中で公共用地を優先して指定

することで今、作業を始めておりますけれども、いず

れにしましても、先ほど述べましたように、このよう

なものにつきましては、特に災害につきましては、弾

力的に対応をしていくのがベターだと思ってます。し

たがいまして、ほかの県内13市のうちでも何カ所か、

防災計画の中で指定している団体もございますけれど

も、いずれこれにつきましては、条例で固定化すると

いうよりも、そのように防災計画の中で、毎年見直し

をしながら、いずれそのように、弾力的に地域指定に

ついてもとらえていったほうがよろしいのではないか

と、そういうふうに現在考えているところではござい

ます。 

 いずれ、それから近隣市町村とか県とかの応援体系

につきましては、これはご指摘を受けるまでもなく、

私ども普段から進めていることでございまして、近隣

町村、県、それから、それ以上に現在は、三圏域のい

ずれ連携やってますけれども、八戸、二戸等とも応援

協定これらを含めまして積極的に進めておりますので、

ご了承願いたいと思います。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。 
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○総合政策部長（大湊清信君）  市営野球場の建設に

かかわりまして、総合的なスポーツ施設の整備を計画

し、市民の皆さんがスポーツに親しむ生活化、スポー

ツ生活化、これらのところで寄与すべきじゃないかと

いうふうな考え等、大変大切だというご指摘をお受け

いたしました。確かに議員おっしゃるとおり、いろん

な意味でこういう施設が整備になっておれば、市民の

皆さん、潤いのある生活が満喫できるとこういうふう

に考えております。ただ、いかんせん、市の財政状況

そのものを現実的な目で見ますと、なかなか厳しいも

のがあるということでございます。今の時点では私ど

ものほうは、事業の選択と集中ということで、いろん

な事業を検証しながら予算化をしているような状態で

ございます。ここのところもぜひご理解賜りたいと、

こういうふうに考えております。いずれにいたしまし

ても、後年度負担、それから財政指標の数値関係、こ

れらを勘案しながら今後のあるべき姿を模索してまい

りたいと、こう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）  ６番藤島文男君。 

○６番（藤島文男君）  それでは、菅原部長にお伺い

します。 

 非常に防災関係については積極的であり、一番ご理

解できるなと、私は個人的にそれなりに敬意を表して

おりますが、そこで、いわゆる地域指定とか、公共の

問題とか、そりゃ、もちろん十分理解できます。ただ、

あるべき姿の中において、条例化する特定の場所が、

設置することが具体的に言ったならば、何か弊害があ

りますか。何もないとするなれば、何となくという失

礼な言い方はするつもりはありませんが、漠然とでな

く、具体的にはやっぱり検討してみたいというぐらい

な前向きなご答弁をいただけることを私は期待してま

したが、それが総合的な判断、ケースバイケースとい

うのは十分わかります。だけども、方向性の中で行政

がびしっとした部分を持っていなければ、そのとき、

そのとき出てきたときには、何とかするわというよう

な感じを受けてしまう。私は理解できますよ。ただ、

４万市民が本当にそれで理解できるかというなれば、

ちょっと寂しいと、もうちょっと、積極的な取り組み

の考えがあるかどうか、ご答弁願いたいと。 

 以上です。市長でも結構です。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  災害時の仮設住宅の設置につ

いて、ご提言を交えてのご質問がございました。私ど

もの考え方とすれば、災害の発生時期、災害の発生態

様、つまりどんな災害が発生するか、津波なのか、地

震なのか、火災であるのか、さまざまな災害形態があ

るということであります。また、議員もご質問の中で

申されておりましたが、その期間といったものもある

のかもしれません。長きにわたることが予想されるよ

うな災害であるのか、あるいは１カ月程度の対応で済

むのか、さまざまなことがあるわけでありまして、や

はり私どもとすれば、その発生状況を見ながら、その

仮設場所については、その時々によって決定をしてい

く、こういうことを考えております。 

 ただしかし、全く無定見にその場で対応するのかと

いうと、決してそうではないわけであります。先ほど、

私の答弁で申し上げましたとおり、久慈市の地域防災

計画ございますけれども、その中に応急仮設住宅の建

設等及び応急処理計画、これがございますが、その中

で仮設住宅の建設場所の選定を行うということになっ

ておりまして、現在その作業を進めているとこういう

ことであります。条例化ということではありませんけ

れども、現計画の中で、その場所を明らかに、市民の

皆様に明示して、この方針を持ってるということであ

りまして、これは議員がご指摘の方向に合致するもの

であるというふうにとらえておりますので、ご理解を

よろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  では、砂川議員の一般質問

について、３点ばかり質問したいと思います。 

 一つは、雨水排水対策についてでありますが、前議

会でも質問してあったと思うんですが、田高地区につ

いてのこの認可の方向で、今年度動くというお話でし

たが、それが現在どの状況にあるのか、お示しお願い

したいと思います。 

 それから、二つ目は高齢者の所在の確認についてで

ありますが、久慈市は100歳以上は市長さんが行って

確認してるということで安心しました。あと、今後75

歳以上については年金支給等について調査するという

ことでありますけども、それについては、市民に公表

するのかどうなのか。まあ、本当はしてもらえれば一

番安心できるわけでありますけども、その辺の今後の

調査の方法、動向をお知らせしていただきたいと思い
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ます。 

 それから、三つ目は市営球場を中心とした総合ス

ポーツについてでありますが、今度の予算で1,200万

ついているわけですが、この調査の内容について、ど

のようなことを調査してもらうのか、その中には恐ら

く当然、場所の選定等も含まれていると思いますけれ

ども、その辺の一番気になるのが場所と思うんですが、

どのようなもし基準を設けているのかいないのか、そ

の辺調査の詳細がわかるのであれば、お知らせお願い

したいと思います。 

○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、ご質問い

ただきました高齢者の所在の確認についてでございま

す。 

 昨今、マスコミで報道されております内容になるか

と思いますが、先ほど市長から答弁を申し上げました

とおりの内容でございまして、市内には100歳を超え

る方が12名おります。で、そのうち、９名の方が入所

されておりまして、それで残った４名について面接を

し、確認をしたということでございます。それから、

このことの中で改めて、久慈市では75歳以上というこ

とでの取り組みをしてまいりますが、これにつきまし

ては、敬老会の出席状況、介護保険の受給や医療機関

に受診している等という部分の情報をいただきながら、

残った方々については職員、それから民生委員等と面

会をし、その確認に努めてまいりたいというふうに考

えております。その結果について、どうするかという

議員のご質問でございましたが、まあ、異常な状態が

あるとすれば公表しなければならないというふうに思

っておりますが、おおむね、確認ができたということ

であれば、改めて公表はする予定はございませんので、

ご理解をお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  それでは、市営野球場の

建設基本調査事業費についてのご質問でございました

ので、私のほうからお答えしたいと思います。 

 まず、基本調査費1,200万ほど補正予算に計上させ

ていただいておりますが、こちらにつきましては、ま

ず、第１次の調査ということで、こちらのほうで、教

育委員会のほうで、予算的には６カ所ぐらいを候補地

を選定いたしまして、そちらについて、委託業者に調

査を委託するということでございます。この６カ所に

つきましては、まだ決定しているものではございませ

ん。６カ所を選定した上で、その概算事業費等を見積

もっていただくというふうなことでございまして、そ

の６カ所の事業費、あるいはいろんな条件等を調査し

た内容を見て、今後判断していきたいというものでご

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）  雨水排水対策に関って、田

高地区の現在の状況はどうであるかということのご質

問をいただきました。先ほど、ご答弁申し上げました

とおり、現在、計画案を今、策定中でございます。で、

22年度において、汚水処理計画、それから雨水の排水

の処理計画、こういったものの見直しをやっておるわ

けでありますが、議員おっしゃるとおり、現在、田高

地区も加えることで検討をしております。ただ、これ

については22年度中にその計画を策定し、23年度以降

の計画の中で事業を展開していくということにしたい

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）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  今、市営球場の件で答弁い

ただきましたけども、６カ所というのは、６カ所とい

う場所を決めているのか、今から決めるのか、それか

らこれはいつごろ調査の結果が出るのか、お聞きした

いと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  先ほど申し上げた６カ所

につきましては、これから決定していくというもので

ございます。まだ、決まっておりません。それから、

その結果といいますか、成果が、調査の結果が出るの

が、12月末を目標としております。それを踏まえて１

カ所選定したいということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  14番桑田鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  砂川議員の質問に関連して、

何点か質問をさせていただきます。 

 初に、広域行政のところのドクターヘリについて

お尋ねをいたします。 

 岩手県全部ですね、北東北３県いろいろ運航計画、

まあ、青森県はもう実施をしているわけなんですが、

岩手県にありましても22年から本格運航ということで
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進んでいるという先ほどの答弁がございました。実は、

八戸市の議員さん方と、ちょっと懇談する機会がござ

いまして、その中で出たのが、いわゆる県境、青森県、

岩手県の県境のこの対策といいますか、その部分につ

いて八戸市の議員さん方の取り組み状況を聞いたわけ

でございます。そして、今、青森県では来年の春から

は青森の中央病院に集約をしたいとそういう考えがあ

るということで、八戸では市民病院、ここを核とした

運航をしているわけでございますが、その青森県に完

全に集約をするのでは、青森に完全に集約するのでは

なく、八戸の市民病院との連携をしたといいますか、

共同分担運航という話が出ていて、先日の新聞等にも

いろいろ協議をしているという報道がございました。

岩手医大の矢巾ですか、そこを岩手県の運航拠点とし

て運航した場合、先ほどの市長の答弁にもあったんで

すが、距離、効果があるのは半径50キロ以内というこ

とで、久慈市の場合、若干その50キロから外れるとい

うことで、例えば距離的なものもあるんですが、ヘリ

コプターの場合、やはり気象とかそういうのも影響、

これが大きいということで、どうなるかなというふう

な気がして、八戸の議員さん方から聞いたわけでござ

います。 

 実は、昨年か、一昨年だったと思うんですが、消防

団の特別点検のとき、県の救急ということで、河川敷

からの訓練をするということだったんですが、気象状

況、まあ、久慈はさほど問題がないのかなと思ったん

ですが、今の防災ヘリが来れないという状況もござい

ました。こういうことからすれば、なかなかこの地域

にとっては、どうかなというふうな気がします。恐ら

く、部長も私も同じ地図といいますか、これを持って

ると思うんですが、この三つの円、四つの円を見ます

と、やはり八戸、久慈、二戸、このいわゆる青森県、

岩手県の県境ですと、八戸に運航の拠点があったほう

が、この地域としても大変効果があるのかな、そうい

うふうな気がします。いずれ、この三つの地域は三圏

域連携ということで、いろいろ先ほどお答えもあった

んですが、防災の問題とか、産業振興とかさまざま取

り組んでいるわけでございますし、この若干、運航経

費とかそういう問題もあろうかとは思うんですが、ぜ

ひとも八戸の市民病院、ここを拠点とした運航、これ

も久慈市としましても、その八戸市、二戸市と一体と

なって要望していくべきではないかな、そういうふう

に思いますので、考え方についてお尋ねをします。 

 次に、高齢者の所在の確認のところについてでござ

います。 

 先ほど、佐々木議員からも質問があったわけでござ

いますが、100歳以上については市長が祝い金等のと

ころで確認をしているし、今度は75歳以下といいます

か、75歳ぐらいまで下げて、いろいろ確認をするとい

うことで、安心をしたわけでございます。今の民生委

員さん等中心に取り組んでおります、災害時要援護者

支援事業ですか、ここら辺ともこうあわせて、その地

域の方々と連携をしながら、取り組んでいければいい

のかなとそういうふうに思います。といいますのは、

実は高齢者というぐらいの年代の方でもなかったんで

すが、私どもの地域でひとり暮らしの男性の方が亡く

なって、いわゆる腐敗したといいますか、そういう状

況で発見されたというのがございました。この災害時

の要援護者支援制度、これはいずれ地域として、例え

ば、ＡさんのところにはＢさんが、たまたま声がけを

するんだとか、そういうところまでして取り組んでい

れば、まあ、こういうことも起きなかったのかなとそ

ういうふうに思うわけです。高齢者のみならず、ひと

り暮らしの方とか、そういう方には、常々どなたかが

声がけをする、そういう仕組みをつくっていくのが重

要でないかな、そういうことで、考え方についてお尋

ねをします。 

 あと、猛暑の影響についてでございます。いろいろ、

先ほどご答弁のあったところでございます。この地域

の主要な作物でありますところの雨よけホウレンソウ

なり菌床シイタケにも大変影響があったというふうに

答えがございました。そのほかに私どもが聞いてると

ころでは、例えば乳牛等の死亡等があったのではとい

うふうに聞いておりますが、その辺のところもとらえ

てるのであれば、聞かせていただきたいと思います。 

 また、いずれ例えば、先ほどの答弁で散水等で温度

を下げる、そういうふうなのが有効ではいうことで、

いろいろ指導等したということがございます。こうい

う対策をして、その効果があったと、そういう事例が

あれば、そのことについてもお聞かせをいただきたい

と思います。 

 それから、９番の市野球場を中心とした総合的ス

ポーツ施設の建設、今、野球場に限っていろいろ進め

ているのかな、そういうふうに思います。まあ、厳し
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い財政状況等の中でありますので、なかなかこの総合

的スポーツ施設といえば難しいと、そういうお答えも

あったわけでございますし、私どもも理解をするわけ

ですが、例えば、市民の理解を得るといった場合でも、

この野球場だけというよりは、今後、高齢化等がどん

どん進んでいくわけでございますし、常に高齢者の方

とか、市民が広くこう利用できる施設のほうが、理解

を得られるのではないかな、そういうふうなことを思

うわけですが、再度考え方をお尋ねをしたいと思いま

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）  ドクターヘリの運航

につきまして、私のほうから、それから野球場の関係

の考え方と、２点につきまして、私のほうからお答え

を申し上げたいと思います。 

 ドクターヘリの運航につきましては、議員ご指摘の

とおり、その運航については50キロ圏というのが相当

の効果があるというふうに認識しております。現在、

この近くでは八戸市民病院を拠点とする運航がなされ

ておりまして、その効能につきましても、実は私のほ

うの資料でいきますと、実働238件の出動をしたよう

でございますが、その中でドクターヘリでなければ助

からなかっただろうという救命措置がなされたのは16

件というふうに知らされております。 

 また、県境を越えて飛来した分については、岩手県

で４件いうことで、当久慈市についても１件依頼があ

ったというふうに承知しているところでございます。

これについては、県のほうもいろいろ協議をしている

ようでございますが、24年までまだ２年余り時間もあ

りますし、この間の救命措置をいうのも私らは考えて

いかなければならないというところもございます。で

すから、できれば、50キロ圏の圏域で運航できるよう

な体制を整えてほしいということと、圏域を越えての

運航についても、何とか青森県側のほうとも協議して

いただきたいというふうなところに視点を置きながら、

ドクターヘリの配備については県のほうに要望してま

いりたい、いうふうに考えております。 

 ちなみに、実は市長も知事のほうとお会いいたしま

して、ここのところは意見交換をしてまいったという

ふうなこともございますし、二戸市のほうでも重点事

項要望の中に一項目として盛り込むというふうな考え

等も情報として入っております。また、今後は市長会、

それから三圏域都市会議等の機会を通じて、ぜひ実現

の方途を模索してまいりたいと、要望してまいりたい

というふうに考えておりますので、この点をご理解を

賜りたいと思います。 

 それから、野球場の建設関係でございますが、それ

に関って、野球場一つだけではなくて、一施設だけで

はなくて、やはり広く市民が親しむスポーツ施設であ

るような施設を考えるべきだというふうなご提言でご

ざいますが、確かにおっしゃるとおりでございますけ

れど、その根幹となる部分が今、喫緊に求められてる、

そういうふうな根幹となる施設が一体どのような状況

なのかという情報を私らのほうといたしましても、入

手して検討してまいりたいというのが、先ほど申し上

げた答弁の続きでございますので、この点についても

ご理解を賜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）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  ただいまいただきま

した高齢者の所在確認に係るご質問についてお答え申

し上げます。 

 議員、ご提案いただきましたとおりでございます。

私どもも、その考えに沿って進めているところであり

ます。現在、平成22年３月に策定いたしました地域福

祉計画、この大きな柱が災害時の要援護者の支援と、

それから、閉じこもり等の解消を、高齢者の閉じこも

り等の解消を図るふれあいサロンの開設ということで、

その大きな柱で進めておりまして、各町内会等に希望

とりまして、現在20数カ所で説明会を実施したところ

でありますし、10月からは、各旧町村ごとの地区ごと

の説明会をまた開始をしていくということでございま

す。そして、それにつきましては、偶数月に開催され

ております地区民事協等においても日ごろの見守り活

動について、お願いをしているところであります。い

ずれにいたしましても、この地域福祉計画が求めると

ころは、人と人がつながる地域コミュニティを、昔は

あったであろうと言われるものだと思うんですが、新

たに醸成していくということをねらいとしているとこ

ろでありまして、ひとり暮らしの高齢者の皆さんが安

心して生活できる地域づくり、町づくりを進めてまい

りたいというふうに思っておりますので、ご理解をお

願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 
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○農林水産部長（村上章君）  今夏の猛暑に関っての

関連質問についてお答えを申し上げます。散水等の効

果があるのかということでございますけども、ことし

の夏の猛暑は散水なくして体温を維持できるような暑

さでございませんで、死亡例が少ないことから十分に

効果があったと、そのようにとらえているものでござ

います。なお、乳牛の死亡例がないかということでご

ざいますけども、私、今現在、把握してございません。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  21番下舘祥二君。 

○21番（下舘祥二君）  砂川議員の質問に関連させて

いただきまして、二、三お伺いいたします。 

 きょうも、また35度ぐらいの残暑が９月１日だとい

うのに、続いてるようであります。これ、先ほどの質

問の１次産業に関るその影響ということで答弁をいた

だいておるようでございますが、これ十分にひとり暮

らしの老人とか、子どもたち、この熱中症に関しても、

これから残暑厳しい折でありますので注意を払いなが

ら、また、村上部長のとこも十分に、これからもそう

いうところを気をつけて対応していただくようにお願

いしたいと思います。 

 それから、雨水排水対策について若干お伺いします

が、このポンプ設置箇所ってのが25カ所計画になって

て、３カ所が開始って市長の答弁にございましたが、

これは随分やっぱり予算の関係で少ないのだなと思っ

て、皆さんこのゲリラ豪雨とか、これからいろいろ雨

対策で大変な時期に、床上浸水が時々聞くわけであり

ますが、この対応は急いでやらなきゃなんないじゃな

いかと、こう思ってるところでありますが、この25カ

所、これ以上やっぱりつくんなきゃなんない箇所って

いうのは、まだまだ出てくるような気がしますが、そ

の辺含めて、これらに関連してお知らせいただきたい

と思います。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  雨水排水対策にかかわって、

ポンプ場の件でご質問いただきました。確かに、市長

からご答弁申し上げましたとおり、現在、認可区域の

中15カ所のうち３カ所が供用を開始されております。

現在、その川崎町について、事業進捗中であるわけで

ありますけれども、このポンプ場の設置そのものが、

１基当たり３億から５億程度かかる、それと相当事業

費がかかる事業でございます。現在その進めている川

崎町のポンプの設置費用だけでも４億ほどかかる見込

みでございます。西の沢ポンプ場で大体３億程度であ

りましたが、そういった排水区域のエリアによって、

このゲートポンプの設置費用等が相当こう変わってま

いります。まあ、そういったことと、それからどうし

ても排水関係も一緒に整備していかなければならない

ということもございまして、なかなかこの雨水排水対

策が進んでこなかったものでございますけれども、い

ずれ下水道の汚水処理と合わせて総体的な事業費はあ

るわけでありますが、その中でも、やはりどこを優先

してやっていかなければならないのか、そういったこ

と等勘案しながら、事業の進捗率を高めてまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  21番下舘祥二君。 

○21番（下舘祥二君）  たしかに雨水排水対策ってい

うのは、私合併してからの議員っていうか、久慈市っ

て、非常にああ、こういうふうな対応もしているのか

っていうことで、山形地区ではちょっと考えられない

ような対策をしているわけでございまして、やっぱり

全国でも数が余り少ないので、非常に当局でも要望等

をしていくに非常に苦慮なさっていらっしゃると、こ

う思いますけども、しかしながら、余りにも進捗状況

が遅いので、大いに頑張っていただいて、これはひと

つ実現に向けて努力をしていただきたいと、このよう

に思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  ただいまの雨水対策につい

てのご質問にお答えいたしますが、議員おっしゃると

おり市民の安心・安全な生活を守るという観点から、

この雨水の処理、災害、特に災害時における雨水の処

理、これに対応する施設整備を図っていかなければな

らないということで、鋭意取り組んでおります。厳し

い国等の補助の受け入れの状況もございますが、実現

に向けて頑張りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  22番大沢俊光君。 

○22番（大沢俊光君）  砂川議員の質問に関連いたし

まして、何点かお尋ねいたします。 

 まず、 初は通告の２番の(2)岩手北部広域環境組

合の関係でございますが、先ほど詳細に市長のほうか

ら答弁いただいて、まあ、これから二戸、久慈を含め
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た環境にかかわる事業がスタートしてるんだなあとい

うことがわかりました。 

 そこで、既存のといいますか、現在の久慈地方の四

広域でやっている焼却施設といいますか、類似施設が

あるわけですが、これらがこの後、供用開始でいうと

８年後になるのかな、30年を目指すということですが、

財産管理やら久慈にあるのとの、この役割といいます

か、あるいは私なり市民が思うにもそうだと思うんで

すが、両方は稼働ではないだろうなあというふうに思

うわけでありますけれども、役割なり、炉を久慈のほ

うは閉めるのか、考え方を、双方の整合性をもうちょ

っと詳しく知りたいと思います。計画というか考え方

ですね。 

 それから、３番の災害対策の中でのこの雨水排水対

策、以前にも私、ちょっと触れてたんですが、田高、

あるいは川崎町というのは固有名詞が出てますが、先

ほど部長丁寧に説明していただいたわけですが、私ど

もは雨水排水災害対策って言えば、そのものだけを見

るんですが、ちょっと私、所管に資料を受けに行った

ときに「公共下水道との計画エリアが確定してないと、

なかなか水道事業取り入れにくい部分があるんだ」と

いうふうな話を承ったことがあるんですが、この辺田

高地区なり川崎町なりその部分というのはそれらとの

併用の中で拡大していくというのか、単独でいずれ今

の状況の中では満水になった水は長内川、久慈川にく

み上げるんだということなのか。 

 それとあわせて、市民に対してそういうことも災害

対策として、総合的な計画の中で対策を立てていくん

だというふうなことも、要望なり、陳情なり、座談会

なりについては順序を追ってお知らせするというのか

な。ただできない、あるいはただ財政上の問題だから

でなしに、そういったことまで含めて説明することが

必要なように感じますけども、お尋ねしたいと思いま

す。 

 それから、４番の企業の支援策、(2)のフォローア

ップのところですね、これも市長のほうから力強い久

慈市の牽引にもなっておる社名まで上げて、「東京電

波」さんと「北日本造船」の話をいただいて、大変、

何といいますか、ここの地方はどっちかというと土木

建築にゆだねた雇用といいますか、事業あるいは生活

基盤というのがあった時代があったわけですが、 近

は製造業のほうにウエートを置かざるを得ない現実が

あるわけですけれども、この辺を去年の実績でしたか、

フォローアップに23社120回とかというふうな成果が

表示されていましたが、この 近伸びている業種等、

まあ、フォローアップで伸びたのか、会社の独自の努

力というのもあるだろうと思うし、また行政が企業に

対するその支援というのは、やっぱり終局においては

雇用の場の確保、それがまた、市民の所得の向上、そ

して企業経営の安定と、こういうふうな、あれがある

と思うんでありますけれども、総数ですね、何社ぐら

いある中で23社を回られたのか、固定的に回っておる

のか、こう要請がある部分を回るのか、あるいは市の

考え方の中で、あるいは振興、国県との連携の中で抽

出して歩いておられるのか、この実態と言いますか支

援の中身、あるいはこれからの考え方をお聞きしたい

と思います。大変、重要で成果は上がっているという

ことは認識したところでございます。 

 それから、10番目の市道の整備、これも唐突に通告

したような形で、そうだなあと、予算と財政と、国と

の国道ですからかかわりで、にわかには対応できない

と、そのとおりだと思ってます。ただ、認識はしてい

るとこういうことですが、一つ私の早急なという発想

じゃなしに、ご存じのとおり、あそこのところは、近

年になってといいますか、砕石を港湾、湾口防のほう

にも通ってる場所ですし、それから広域食肉処理場、

屠場ですか、移設されてから数十年になるわけですが、

大型車が非常に往来が激しいと。で、それに加えて

近、マスコミにも取り上げられて知ってると思うんで

すが、粉文化、粉産業の宇部せんべい店さんがかなり

事業拡大といいますか、国民ニーズにあった商品開発

があって、大型保冷車が出入りが激しくなっておりま

す。あるいは場合によっては学校給食車、中学校です

か、出入り等のあれもあるんですね。いずれ非常に大

型車が出たり入ったりが多い場所になりました。 

 そこであの場は、私も以前にやってもらった私らの

集落、第８区に入る樋の口橋のところを市道の部分だ

け拡幅してもらったわけですよね。出入り部分が同時

にかち合う場合があるわけですから、この辺あたりを

交通量等を調査しながら、そして地権者があるわけで

すが、調査検討をしてみてもらってほしいと、こうい

うことでございます。その辺の考え方をお尋ねしたい。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 
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○市民生活部長（中居正剛君）  岩手北部広域環境組

合に関ってのご質問にお答え申し上げます。 

 既存の施設はどのようになるのかということでござ

いますが、久慈地区ごみ焼却場については、この岩手

北部広域環境組合で建設する新たな熱回収施設、この

いわゆるごみ焼却場でございますが、それが建設され

ました後は解体することになります。そしてその跡に

サテライトセンター、中継施設でございますが、それ

と資源化施設を建設するという計画になってございま

す。それから、 終処分場については、今後検討して

いくという状況にございます。 

 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）  フォローアップ

についてのお尋ねでございますが、フォローアップに

つきましては、私どもは日常の業務において企業の新

分野への進出、あるいは新商品の開発などの条項につ

きまして、市役所の他部局とか、あるいは新聞報道、

あるいは住民の方々からの情報に基づきまして、企業

を訪問させていただいているところでございます。そ

のときに市といたしまして何かお手伝いをすることが

できないのかといったあたりを把握するために、会社

の近況をお聞きしているところであります。具体的に

は景気の動向あるいは増設計画、技術的な課題などに

つきましてお聞きをし、企業の必要な支援をさせてい

ただいております。 

 昨年度、議員ご指摘いただきましたように、実績は

23社延べ120回ということで、実は市内には、統計上

製造業の会社が90社あるということでございますので、

約４分の１ぐらいの企業訪問ということになります。

訪問実績のある会社につきましては、定期的に訪問す

るようにいたしておりますが、まだ訪問できてないと

ころがございますので、その会社につきましては、機

会をとらえまして訪問をさせていただきたいというふ

うに思っております。 

 いずれ当市といたしましては、産学官連携というこ

とで岩手大学に職員を派遣しておりますし、また、県

とか公設試験研究機関、産業支援機関などと緊密に連

携を図りながら、企業の必要な支援をさせていただい

たことでありますので、必ずや企業の、何らかの企業

に対しまして、お手伝いができるのではないかという

ふうに思っている次第でありますので、ぜひ、お困り

の点等ありましたときには、お気軽にご相談をしてい

ただければというふうに思ってございます。今後とも、

きめ細やかなフォローアップに努めてまいりたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  公共下水道の雨水排水対策

にかかわってのご質問にと、それから市道宇部岩瀬張

線、失礼しました宇部岩瀬張線についての２点につい

てお答えをしたいと思います。 

 まず、雨水対策に関ってでございますけども、現在

その計画を策定中でありまして、この計画を策定の中

でパブリックコメントといいますか、そういったもの

等も意見、皆さんからご意見を聞きながらその計画を

策定していきたいと、それを踏まえて全体の事業計画

をつくっていくわけでありますが、それについては、

また予算の状況等を兼ね合いを見ながら、で、今現在

進めております川崎町の工事の進捗状況、こういった

もの等を勘案しながら、その次に事業を展開する場所

等、これはまあ、緊急度を勘案しながら計画してまい

りたいというふうにとらえております。いずれも、田

高地区の排水にかかわっては田高ポンプ場のところの

ゲートに水を抜くような計画になっております。そう

いったゲートポンプのまた整備とか、そういった多額

な経費がかかるわけでありますんで、そういった各地

区の水害の状況等を、こういったものをいろんな判断

しながら、その順位については検討してまいりたいと

いうふうに思っております。 

 それから、市道宇部岩瀬張線に関っての件でありま

すが、たしかに議員おっしゃるとおり大型車両が通行

が、かなり激しくなってまいりました。その退避場の

設定も含めて検討してまいりたいというふうに考えて

おります。いずれも交差点協議になりますと、多額な

経費等が、事業費が想定されますので、そういったで

きるところの部分から可能であるかどうかを調査して

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）  22番大沢俊光君。 

○22番（大沢俊光君）  いろいろ丁寧なご答弁ありが

とうございます。 

 答弁聞いて、一つこの辺はなと思うのは、北部環境

組合の関係ですが、何ですか、サテライト再資源化施
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設ということになると、久慈広域の財産かな、久慈に

あるわけですが、その焼却炉は閉じると、そして新た

にこういうふうなのが出てくるということになると、

この運営形態というかな、新しく出る組合のほうに移

譲されるのか、その、まあ、ちょっと先の話になり過

ぎるか、もうちょっとその辺の流れを。その再資源化

施設というのは久慈市単独の考え方なのか、この環境

組合あるいは今の広域の考え方なのか、このサテライ

ト中間施設を含め、そこをもうちょっとお聞きしたい

と。 

 それから、このフォローアップ事業、まあ、非常に

新しい企業を誘致するというのは大変な中で、フォ

ローアップの中で、製造業を含めて90社と申しました

が、関連で数字を申し上げるのは何ですが、もし手元

にあったら、その90社で何人ぐらい雇用がされてるの

か、そして、その製造出荷額みたいなのがどこかの区

切りのいいところで、何ていうのかな、北日本造船や

ら東京電波さんが入ると、かなりの伸び率じゃないか

なというふうに思うんですが、もし手元に資料があっ

たらその辺の中までをお尋ねをしたいと。 

 それから、市道の岩瀬張線、あそこも、そうですね、

信号機があって交差がするところですが、まあ、国道

との協議の中では私も厳しいと思います。といいます

のは、私らのところ、もう、ずうっと早い段階から

120世帯プラス200世帯ぐらいになるところの出入りの

ところを、国道との先の協議になりますとなかなか

オーケーがでないというのが、こう、まあ、実態だと

いうことを感じ、市道の部分の中で対応できる方法論

がないかということについて、優先して考えたらどう

でしょうか。ちょっとその辺考え方をもう一度お願い

したいんですが。 

○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）  サテライトセンター、

それから資源化施設についての運営形態についてでご

ざいますけども、これらについては建設と運営につい

ては岩手北部広域環境組合で行っていくというもので

ございます。 

 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）  フォローアップ

の関係で従業員数のお尋ねがございました。先ほど申

し上げました県でまとめている工業統計調査という、

手元にございまして、それを見ますと、平成20年の

データでございますが、事業所数が90社で約2,900名

余りの従業員数となっておるということであります。 

 ちなみに、北日本造船久慈工場が平成18年の創業で

ございますので、大体、200人ぐらいの雇用がその北

日本造船のときにあったということでございますので、

そういった大きな核となるような企業が、誘致ができ

れば当然に雇用の場というのが拡大するということで

ございますので、今後そういう大きな、核となるよう

な企業が誘致できないのかといったあたりを、十分情

報を収集しながら進めて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）  宇部岩瀬張線にかかわって

再度ご質問いただきました。たしかに国道45号との取

りつきとなると、非常に難しい部分があろういうふう

に見識してございます。ただ、この宇部岩瀬張線と国

道45号、その取りつけの部分で和野橋がございます。

で、この間が100メートル未満になると思うんですが、

この中で退避所が可能なのかどうかですね。で、北側

に向かって左側にはもうお家が張りついておりますの

で、そちらの拡幅はちょっと難しいというふうにとら

えております。で、その反対側のほうのその用地がど

ういう状況であるのか、そういったもの等も含めて調

査をしてみ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）  23番濱欠明宏君。 

○23番（濱欠明宏君）  端的に１点についてのみご質

問させていただきます。 

 というのは、災害対策についてであります。さきの

大津波、チリ津波、チリからの津波警報が出たわけで

すけれども、私も初めての経験でした。そして、たま

たま日中避難指示というようなことで対応したわけで

すけれども、玉の脇地区においては、久慈東高校長内

校舎が避難場所というふうなことでありまして、普段

これまでの避難する際には、門のところに避難するん

ですけれども、今回は津波の避難指示が出たことで柔

道場、柔剣道場を開放していただきまして避難をした

ということであります。まあ、しかしながら初めての

開放というようなことで、インフラ整備、初めての経

験、つまり水がない、電気がない、トイレがない、そ

ういう状況を目の当たりにしたというふうなことであ
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りました。 

 これらの経験を踏まえて、今後避難指示等、東高校

長内校舎を使用する際の市としての支援体制をどのよ

うに考えているのか、お聞かせを願いたいと思います。 

 あわせて、久慈商業高校は今長内中学校というよう

なことで、高度化利用されましたけれども、旧水産高

校、いわゆる東高校長内校舎の今後の利用見通しとい

いますか、その辺を県からどのように聞いているのか、

あるいは県とどのような協議をしているのかお聞かせ

を願いたいと思います。 

 そして、あわせて仮設住宅というお話があったわけ

ですけれども、この学校校舎、閉校をしている、例え

ばつい 近ならば枝成沢小学校が閉校したというよう

なことでありますし、今話した東高校長内校舎も使わ

れてない、そういったところを応急的に、避難場所と

いうか、仮設住宅として使用できないものか、やはり

災害による、どういう災害か、先ほども菅原部長が話

しましたけれども、災害もそれぞれあるというような

ことですけれども、まあ、焼き出されるとか、あるい

は大津波によって家が流されるとか、いろんな想定を

されます。 

 まあ、しかし仮設住宅ということになれば、やはり

応急的に一日も早く生活を確保しながら、被害者を生

活根拠をまずもって、安定させにゃいかんということ

が必要だと思われますので、そういう、その閉校され

た校舎を、高度活用できないのかというなのをお聞か

せ願いたい。その上で具体的なプレハブとか、そうい

うふうな形で建設していくというふうなことになろう

かなあというふうな感じもしますけれども、その辺の

考え方をお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  災害対策にかかわりまし

て、いろいろなご指摘賜りました。 

 東高校の長内校舎につきましては私もその話は聞き

ました。いずれ避難所に当たりましては、たしかにご

指摘のようにインフラ、生活インフラの整備について

は不十分な点があると、それは私どもも承知している

ところでございます。したがいまして、避難所の設定

につきましては、いずれご意見を賜りまして、いろい

ろな可能性のある場所を、変更を今年度したところも

ございますし、そういうふうなことについては、逐次

努めてまいりたいと、そういうふうに考えております。 

 防災計画につきましては毎年度修正変更しておりま

すので、その中においてできるところをやっていきた

いと思っておりました。 

 それで、インフラ整備につきましては、目の当たり

にして水、電気ということですけれども、加えまして

私ども今取り組んでますのが、大雨、昨年度の大雨等

につきまして、いずれ先ほども出てきましたような、

いわゆる要援護者とか障害者、これらにつきまして、

今現在、例えば名前出して恐縮ですけれども、社会福

祉事業団とか、そのようなところの福祉避難所の設定

とか、市長等からも指示ございまして、いわゆる民間

等との協力体制とれないのかとか、そのようなことを

今現在進めているところでございます。 

 いずれ、避難所に行って、光・熱・水これが不十分

なところについての実態につきましては私も報告は受

けていますので、これらについては少しずつでも解消

してまいりたいと、そのように考えております。 

 それで、今度は具体的に長内校舎につきまして、そ

のようなものについては活用についての照会なかった

のかということでございますけれども、これについて

は、県のほうからことしの５月に照会がございまして、

いずれ現在のところ、内部で利用希望を調査をしてい

る状況の段階でございます。 

 後に、仮設住宅について、そのような公共施設等

の未利用の施設について運用できないかということで

ございますけれども、市長から冒頭これについてご答

弁申し上げているように、うちのほうでは、まず生活

インフラの整備、これが一番のまず第一ポイントでし

て、っていいますか、選択しようと思っています。そ

の次が、生業、いわゆる今議員もご指摘のとおり生活

関連のそれに近いような、それに有利なようなところ

を地域指定していかなきゃならんというふうな考え方

で、防災計画で定めております。それで、手前どもで

そういうふうに弾力的に定めながら、県のほうにおい

て仮設住宅を整備していくと、そういうふうな計画に

なってございます。 

 したがいまして、メンテナンスなんかの関係もござ

いますので、一概にそのようなすぐ、はい、そうです

かっていうふうにそれを活用しますとは、ちょっと言

いづらいんですけれども、いわゆる先ほど来、言って

ますように、弾力的に、あらゆる角度でいずれ災害対

策については考えてまいりたいとそのように考えてい
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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、昼食のため、休憩いたします。再開は午後

１時といたします。 

    午後０時01分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○議長（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。清風会代表、畑中勇吉君。 

    〔清風会代表畑中勇吉君登壇〕 

○８番（畑中勇吉君）  私は、第23回久慈市議会定例

会に当たり、清風会を代表して、市政を取り巻く諸課

題について、市長並びに教育長に一般質問を行います。

前登壇者と重複する質問がありますが、割愛すること

なく、通告に従い質問に入ります。 

 第１の質問は、市政改革プログラムについてであり

ます。 

 市民満足度向上のため市政を改革、改善するため、

新市誕生して間もない平成18年度から21年度までの４

年間取り組み、さらに平成22年度以降も取り組む予定

になっております。そこで、これまでの市政改革プロ

グラム達成状況と、今後の課題についてお尋ねいたし

ます。 

 第２の質問は、県からの権限移譲についてでありま

す。 

 平成12年施行の地方分権一括法により、県事務を市

町村が処理拡大してきました。３点お尋ねいたします。 

 １点目は、移譲件数と組織別内訳についてお示しく

ださい。 

 ２点目は、移譲に伴って、必要な財源、人的措置の

状況についてお示しください。 

 ３点目は、移譲による当市へのメリットと過度の負

担や事務トラブルなどのデメリットの実態についてお

尋ねをいたします。 

 第３の質問は、三圏域連携による自動車産業の集積

についてであります。 

 三圏域連携懇談会、産業経済活性化専門部会の事業

計画によりますと、三圏域の企業交流や企業活動サ

ポートなどが掲げてありますが、三圏域共通した課題

である有効求人倍率の向上と雇用の拡大を考えたとき、

岩手県鉱工業生産統計において、 近10年間において

６倍もの伸びを示している輸送機械、いわゆる自動車

産業の集積に向けて久慈、八戸、二戸の三圏域連携に

よる取り組み強化が重要と思います。これまでの取り

組み状況と今後の強化策についてお示しください。 

 第４の質問は、地上デジタル放送について２点お尋

ねいたします。 

 １点目は、支援世帯の取り組み状況と成果内容をお

示しください。 

 ２点目は、共聴施設組合認定エリア外となっている

難視聴少数世帯への取り組み状況についてお示しくだ

さい。 

 第５の質問は、県立久慈病院の常勤医師確保につい

てであります。 

 麻酔科、精神科の常勤医師の不在、産婦人科の常勤

医師減少から不在によって、どのような影響が出てい

るのか、また、常勤医師の確保対策についてお尋ねい

たします。 

 第６の質問は、児童扶養手当の支給についてであり

ます。 

 改正児童扶養手当法によって新たな給付対象となる

世帯数と、給付事務の取り組み状況についてお示しく

ださい。 

 第７の質問は、国民年金第３号被保険者の資格喪失

対策についてであります。 

 資格喪失後に１号被保険者への変更申請を行わず国

民年金に未加入状態になっている人はいるのか。その

対策についてお尋ねいたします。 

 第８の質問は、岩手北部広域環境組合について。岩

手北部広域環境組合が設立されましたが、地域循環型

社会形成推進地域計画に基づく、当面の予定について

お示しください。 

 第９の質問は、市営駐輪場の放置自転車についてで

あります。久慈駅周辺にある市営駐輪場内に長期間放

置されたままの自転車があるため、自転車を駐車でき

ないという市民の声が聞かれます。これに対する対応

と対策についてお尋ねいたします。 

 第10の質問は、投石による藻場造成についてであり

ます。ホルンフェルス、いわゆる変成岩でありますが、

この投石による藻場造成の成果と今後の計画について

お尋ねいたします。 
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 第11の質問は、久慈国家石油備蓄基地のトンネル活

用についてであります。平成５年10月完成の久慈国家

石油備蓄基地は、石油の備蓄に加えて、地下水族館

「もぐらんぴあ」と石油文化ホールなど、当市の核と

なる観光施設としてにぎわっております。さらに、余

剰なる地下トンネルを当市として有効活用すべきと考

えますが、今後の取り組み方をお尋ねいたします。 

 第12の質問は、観光行政について２点お尋ねいたし

ます。 

 １点目は、久慈秋まつりの山車展示保存について。

各山車組で製作された優秀作品を観光資源財産として

保存し、観光客から見学いただくためにも、また、そ

の山車を再度、何年か後の秋まつりにお披露目するこ

となどを視野に入れて、将来的に山車展示保存館建設

の考えがないかお尋ねいたします。 

 ２点目は、夏季開催された「久慈みなと・夏まつ

り」や「海女フェスティバル」等について、開催イベ

ントの成果と今後の課題についてお示しください。 

 第13の質問は、土木行政について２点お尋ねいたし

ます。 

 １点目は、県道侍浜停車場阿子木線の堀切付近で、

側溝傾斜に不備が生じ、汚泥がたまり悪臭の原因とな

っております。改善策についてお尋ねいたします。 

 ２点目は、久慈駅前、地下道東口線において、降雨

時に階段と斜路が水ぬれになり、転倒の危険を感じて

通行するのがとても怖いとの声が市民から聞かれます。

安全対策についてお尋ねいたします。 

 第14の質問は、教育行政についてであります。２点

お尋ねいたします。 

 １点目は、市内小中学校における総合学習の取り組

み状況と成果をお示しください。 

 ２点目は、小中学校再編基本方針における第１期計

画の成果と、それを踏まえて第２期計画に向けた課題

についてお示しください。 

 以上で、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）  清風会代表、畑中勇吉議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、市政改革プログラムの達成状況についてで

ありますが、平成18年度から平成21年度までの４カ年

度で、14の項目に取り組んでまいりましたが、その結

果、例えば「財政健全化計画」では実質公債費比率が

16.5％となっておりますほか、事務事業の見直しでは

69事業、6,400万円相当の統廃合が、また、補助金負

担金の見直しでは経常的補助金10.3％、1,500万円相

当の削減がなされており、組織、職制、定数の見直し

では39人の縮減となっているところであります。 

 次に、今後の課題についてでありますが、個別の取

り組み項目等につきましては、現状に照らし、精査が

必要でありますとともに「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

つなげていく必要性があるものと認識をいたしており

ます。 

 次に、県からの権限移譲についてお答えをいたしま

す。 

 まず、移譲事務の件数とその組織別内訳についてで

ありますが、今年度までに298件の移譲を受けており

ます。組織別内訳といたしましては、総務部４件、総

合政策部62件、市民生活部48件、健康福祉部10件、農

林水産部32件、産業振興部14件、建設部33件、教育委

員会95件となっているところであります。 

 次に、移譲に伴って必要な財源、人的措置の状況に

ついてでありますが、財源措置といたしましては、事

務処理の実績に基づき、県から「市町村事務処理交付

金」が交付されておりまして、平成21年度の交付額は

117万6,624円となっているところであります。 

 また、人的措置についてでありますが、久慈市にお

いては人的配置は行っておりませんが、移譲を受ける

前に事務引き継ぎや研修を行うなど、円滑な事務移譲

に努めているところであります。なお、専門的な技術

や知識を有する事務の移譲を受ける場合には、県職員

の派遣など、人的な支援が行われるものであります。 

 なお、移譲を受けることによりまして、市民の利便

性の向上が図られているものととらえており、現在の

ところ過度の負担や事務処理上の問題等は生じていな

いものと認識いたしております。 

 次に、三圏域連携による自動車産業の集積について

お答えをいたします。 

 現在、三圏域連携懇談会では圏域内産業の活性化を

推進するため、企業の持つ技術や、地域資源の情報発

信支援、販路拡大等に取り組んでいるところでありま

すが、現時点では、新たに自動車産業の生産拠点形成
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に取り組むことは、立地条件あるいは地理的環境等の

面から難しいものと、認識いたしているところであり

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世帯への支援につきまし

ては、総務省東北総合通信局、放送事業者等と連携し

ながら、地区に出向いての説明会を開催しております

ほか、受信困難世帯等の調査を行っているところであ

ります。 

 新たに難視聴地区に指定された地区におきましては、

共同受信施設の整備や高性能アンテナの整備申請等の

支援を行っておりますほか、世帯数の少ない地区では、

将来にわたる費用負担など、個別の事情を考慮しなが

ら、難視聴の解消方法を提案しているところでありま

す。 

 次に、県立久慈病院の常勤医師確保についてお答え

をいたします。 

 まず、常勤医師の不在診療科でありますが、本年８

月１日現在、呼吸器科、麻酔科、精神科、耳鼻咽喉科

の４科であり、それぞれ岩手医大からの医師派遣等に

よって、週２日から週４日の診療態勢がとられており

ます。産婦人科につきましては、医師が１名となった

平成20年５月からは正常分娩のみに対応し、ハイリス

ク分娩については県立二戸病院で対応しており、県立

久慈病院の平成21年度の分娩数は130人で、前年度と

比較し94人の減となっているところであります。 

 不在等による影響でありますが、入院及び外来患者

数とも減少傾向にあり、県立久慈病院での受診に制約

はあるものの、市内開業医等での診療と合わせますと、

一定の受診が確保され、市民からのトラブル、苦情等

は特に寄せられていないと、県立久慈病院から伺って

いるところであります。 

 また、常勤医師の確保につきましては、市町村医師

養成事業及び昨年度制定いたしました「地域医療確保

対策条例」による奨学資金及び滞在費等の貸付制度に

ついて、市内高校生に対して周知を図ったところであ

り、今後とも国・県等関係機関に対し、強く要請して

まいりたいと考えております。 

 次に、児童扶養手当についてお答えをいたします。 

 ひとり親家庭に対する自立を支援するため、本年８

月１日に「児童扶養手当法」が改正となり、父子家庭

もその対象とされたところであります。今回の改正に

より、新たな父子家庭給付対象世帯数は約100世帯と

なっております。 

 また、制度改正につきましては「広報くじ」に掲載

し、現在12月の支給に向け申請を受け付けしていると

ころであり、適切な事務執行に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、国民年金第３号被保険者の資格喪失対策につ

いてお答えをいたします。 

 国民年金第３号被保険者は、厚生年金や共済年金加

入者である第２号被保険者に扶養されている配偶者が

該当となりますが、扶養者である第２号被保険者が勤

務している事業所を退職しても、すぐ別の事業所で第

２号被保険者となる場合や、第３号被保険者本人が第

２号被保険者となる場合などがあり、必ずしも第１号

被保険者になるものではありませんことから、市とし

ては届け出が未済であるか、また未加入状態かどうか

の把握はできない状況にございます。 

 ただし、年金事務所においては、事業所から脱退届

がなされた第２号及び第３号被保険者が、３カ月程度

経過しても未加入状態が続いている場合に「未加入期

間国民年金適用勧奨」の届け書を送付して届け出の勧

奨を行い、さらに４カ月経過しても届け出がなされて

いない場合には、２度目の勧奨状を送付していると伺

っているところであります。 

 なお、市といたしましては、ホームページに国民年

金の手続等を掲載し、周知を図っているところであり

ます。 

 次に、岩手北部広域環境組合についてお答えをいた

します。 

 岩手北部広域環境地域循環型地域計画に基づく当面

の予定につきましては、さきの政和会代表、砂川議員

にお答えいたしましたとおり、本年４月１日に事業主

体となる岩手北部広域環境組合が設立をされ、去る７

月28日には、当該組合の第１回臨時議会が開催された

ところであります。 

 今年度においては、事業方針検討調査業務、地質調

査業務、測量業務を実施予定と岩手北部広域環境組合

から伺っているところであります。 

 次に、市営駐輪場の放置自転車についてお答えをい

たします。 

 久慈駅周辺の駐輪場は計３カ所あり、ご指摘のとお
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り放置自転車も散見されているところであります。市

といたしましては、駐輪場の適正利用、駅周辺の美化

に向け、警告札の取りつけや広報周知を通じ、放置自

転車の持ち帰りを呼びかけているところであり、防犯

登録番号から所有者が判明した自転車につきましては、

久慈警察署から所有者に対し、自宅へ引き取るよう指

導していただいているところであります。 

 また、所有者が不明または所有の意志のない自転車

におきましては、一定期間が経過した後、撤去を進め

ているところであり、今後につきましても久慈警察署

と連携しながら、広報周知及び撤去を行ってまいりた

いと考えております。 

 次に、藻場造成についてお答えをいたします。 

 まず、投石による藻場造成の成果でありますが、久

喜漁場については、平成19年度から21年度までの３カ

年事業で、育成堤の設置8.1ヘクタールの養殖場を整

備したところであります。育成堤には海藻が繁茂し、

順調に藻場が形成されており、ウニ、アワビの増殖が

期待されているところであります。 

 次に、今後の計画についてでありますが、平成22度

から26年度までの事業期間において、久喜東漁場6.9

ヘクタールの整備の促進を図ってまいる考えでありま

す。 

 次に、久慈国家石油備蓄基地内のトンネル活用につ

いてお答えをいたします。 

 まず、トンネル活用の現況についてでありますが、

ご承知のとおり、平成６年に日本初の地下水族科学館

「もぐらんぴあ」がトンネルの一部を活用して開館し、

当市の観光拠点の一つとして今日に至っているところ

であります。 

 今後、新たな活用に際しては、基地管理用通路の確

保を含めた事業計画について、トンネル所有者であり

ます「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機

構」から許可を得る必要がありますこと、また、「も

ぐらんぴあ」よりもトンネル深部の区域を活用する場

合は、当該区域への通用路をもぐらんぴあ施設内にも

確保しなければならず、施設管理上の調整を行う必要

がありますほか、消防法等の規制への対応など、かな

りの制約があり活用は難しいと認識いたしております

ので、ご理解願います。 

 次に、観光行政についてお答えをいたします。 

 まず、久慈秋まつりの山車展示保存についてであり

ますが、８組すべての山車組が手づくりとなり、３年

目を迎えております。また、それぞれの山車組ごとに

おのおの個性が発揮され、年を増すごとに絢爛豪華な

風流山車となっているものと思っております。 

 現在、この手づくり山車につきましては、やませ土

風館「風の館」に展示山車１組、創作体験館に山車１

組の計２組が配置されており、今後ともこれら施設を

有効に活用するとともに、現状を維持しながら伝統を

継承し、次世代に伝えてまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

 次に、夏季期間中に開催されたイベントについてで

ありますが、７月24、25日の久慈みなと・夏まつり、

８月は１日の北限の海女フェスティバル、６日から８

日までのヤマセあきんどまつり、そして16日の納涼花

火大会等と、この時期毎週のようにイベントが開催さ

れている状況にありました。 

 特にもことしは合併５周年記念として開催された久

慈みなと・夏まつりと海女フェスティバルは天候等に

も恵まれ、昨年より来場者が増加し大盛況であったと

思っております。また、この時期には市内でもさまざ

まなイベントが開催されておりまして、ある意味、相

乗効果が期待される場合、あるいは来場者等が分散す

ることが懸念される場合などもあろうかと思いますが、

開催日程、時間の調整、さらにはバランスなども踏ま

え、開催団体や久慈市観光物産協会などと連携を図り

ながら検討し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、県道侍浜停車場阿子木線の侍浜町堀切地区に

おける側溝の堆積土砂についてでありますが、迅速に

土砂の撤去を行うとともに、今後堆積の原因の把握に

努め、状況に応じて側溝改修を検討してまいりたいと、

道路管理者であります県北広域振興局土木部から伺っ

ているところであります。市といたしましても、早期

に問題が解消されるよう、県に対し要望をしてまいり

たいと考えております。 

 次に、地下道東口線の雨水対策についてであります

が、ご指摘のとおり、降雨による雨水の浸入時や高温

多湿による結露発生時には、地下道内の路面がぬれた

状況になり、足元が滑りやすく、通行者が転倒する危

険性があり、今後、滑りどめ等の対策手法について検

討してまいりたいと考えております。 

 以上で、清風会代表、畑中勇吉議員に対する私から



－35－ 

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、畑中勇吉議員

のご質問に答えをいたします。 

 初に、総合的な学習の時間についてのお答えをい

たします。現在学習指導要領に基づき、当市では小学

校は年間75時間から110時間、中学校は50時間から90

時間の総合的な学習の時間の学習がなされております。 

 主な学習内容は、小学校では地域学習、野菜の栽培、

米、豆腐づくりなど、地域の方を講師として招く体験

学習が多くなされ、中学校ではキャリア教育の視点か

ら、すべての学校が職場訪問や職場体験を行ったり、

地域の清掃活動や高齢者宅訪問などの奉仕活動・福祉

活動を行っております。 

 成果といたしましては、さまざまな体験学習や多く

の人とのかかわりを通して、児童生徒が勤労観や職業

観を身につけ、主体的に学習に取り組むようになって

きている、あるいは地域の人とのかかわりや地域に対

する理解が深まり、地域の人や郷土に対する思いやり

や関心が高まってきているととらえております。 

 後に、学校再編についてお答えをいたします。 

 学校再編につきましては、平成20年５月に定めた

「学校再編の基本方針」に基づき再編を進めていると

ころでありますが、第１期の対象は、平成20年度から

平成22年度までの期間において、児童生徒数の減少か

ら近い将来学校運営に重大な支障が生じる恐れがある

極少規模校として枝成沢小学校、侍浜小学校角柄分校、

麦生小学校、山根小学校、麦生中学校、山根中学校が

対象となっております。 

 麦生小・中学校におきましては平成21年４月に、枝

成沢小学校におきましては本年４月に統合したところ

でありますが、そのほかの学校につきましては、各地

区や保護者の間で話し合いがなされているところであ

ります。 

 第２期の対象は、平成23年度から25年度までの期間

となっておりますが、日野沢自治会長、日野沢小学校

ＰＴＡ会長の連名で平成23年４月に山形小学校へ統合

の意思表示があったことから、本定例市議会において

「小中学校設置条例の一部を改正する条例」を提案し

ているところであります。なお、そのほかの学校につ

きましては、地区住民や保護者の意向を踏まえながら、

再編を進めてまいりたいと考えております。 

 以上で、清風会代表、畑中勇吉議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を許します。

８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  それでは、何点か 質問をさ

せていただきます。 

 まず、質問項目１番の市政改革プログラムについて

でありますが、この中で職員提案制度等を導入してや

っておられるわけで、毎年優秀提案等の表彰も行われ

ているわけですが、これと人事勤務評価表ですか、こ

の扱いとのかかわりがどのようになっておるのか、１

点目をお伺いしたいと思います。 

 それから、２点目はＰＦＩ公共サービス民営化等に

ついて調査研究をしておるわけですが、一部この中で

調査の結果、導入等を試みておる部分もあるわけです

が、この調査研究の結果と今後の進め方等についてお

伺いしたいと思います。 

 それから、質問項目の２番目、県からの権限移譲に

ついてでありますが、移譲件数のトータルが298件と

いうふうに伺いましたが、これは市長からも答弁があ

りましたとおり、移譲によって住民サービス等もよく

なったり、事務的な部分もスリムになってスムーズに

いくような部分に、こう部分でいい具合に相互がいけ

ばということで実施されておるというふうなことなわ

けですけども、県内各地の移譲件数は、大変この900

近い件数項目を移譲しておる市もあれば、それからか

なり少ない市もあると、まあ、市の状況によっても違

うかと思うんですが。この辺はかなりの件数の格差が

あるのがどうしてなのかなということで、そのことを

感じます。このことをどのように分析しておるのかな

というふうに思いますし、また、見ますと、移譲項目

の中で、どの市も全く手を出さない項目もあるわけで

す。これは、やっぱり移譲項目としてなじまないとい

いますか、どっちともつかないメリットが、住民メリ

ットもないし事務移譲のメリットもないというふうな

ことで、このようなことになっているのかなというふ

うなことも考えるんですが、それらについての移譲に

関する県、そして市町村の連絡といいますか、意見調

整等がなされておるのかどうか、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番目なんですが、県立病院
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の常勤医師の確保についてでありますけれども、私が

感じるに、比較的常勤医師が確保されていた平成16年

当時、この場合を基準にして考えたとき、平成21年度

この５年間ぐらいの通院、入院患者数、それから病院

の収支の関係ですが、経費と収入、患者からの診療報

酬などになるわけですが、単年度収支の状況はどうい

うふうになっているのか。私がとらえているところで

は、かなり減っているというふうに、まあ、市長から

も話があったんですが。この状況はどうなっておるか

というのと、それから、その患者数が減ったり、収入

が減っているというのが、何ていいますか、自然に市

内の患者、病院の利用者数が減っているととらえてい

るのか、それとも県立病院を利用しない分で、市内の

民間の病院で医療を診療を受けているととらえている

のか。それとも、何ていいますか、県立病院が医師が

そろってないんで、ほかの総合病院っていいますか、

八戸なりそういうところに患者が流れているととらえ

ているのかですね。もし、データなり分析等している

のであれば、その推移の状況をお聞かせいただきたい

と思います。 

 あわせて、平成16年度当時だったと思うんですが、

県病の累積黒字が55億円という、私は数字を覚えてお

るんですが、今日の平成21年度ベースでもいいんです

けども、累積の状況、数字がどのようになっているの

かお伺いしたいと思います。 

 また、先ほど県立病院の20年度と21年度の分娩数の

比較っていいますか、市長のほうから130人の94人減

っていう数字が報告になりましたけれども、この比較、

この減ったっていうことをどのようにとらえておるの

か、お伺いしたいと思います。 

 それから、異常分娩の場合には県立二戸病院のほう

に通うということになっておるわけですが、一般的に

ですね。その久慈市の在住で県立二戸病院での分娩数、

この数字をこれまでの分娩数はどれぐらいあったかと

いうのは、おわかりでしたらお伺いしたいと思います。 

 それから、２点目っていいますか、大きい２点目な

んですが、常勤医師が不足や不在、この診療科ができ

ているという中で、それを補うための、この県立病院

としての地域医療をサポートするといいますか、常勤

医師はいないんだけれども、そこんところを何とかい

た状態に近い状態で医療病院のこの状況をつくってい

く、役割を果たすための取り組み方をどのように考え

ておるのかお伺いしたいと思います。 

 それから、医師確保の関係は県の調査なんかでも、

県政にも大変要望で一番多いというふうに私は思って

いるんですが、市でも一生懸命この分で取り組んでお

るわけであります。で、市のほうで市長からも先ほど

お話がありましたように、いろんな資金支援等対応に

取り組んでおるわけですが、県内各市の中では、さら

に踏み込んで医師の住宅、生活や趣味、癒し的な環境

づくりや子どもの教育面などを含めた多様な、医師へ

の条件を提示して、医師の招聘活動を展開していると

ころもあるやに聞いております。それらを含めて、市

としても工夫した今後の取り組みがないと、なかなか、

この、思った医師を招聘できないのではないというふ

うに思いますが、今後の取り組み方についてお伺いし

たいと思います。 

 それから、４点目は医師の確保策として、市長から

も先ほど若干お話があったんですが、従来の確保の取

り組みだけでなくて、地方の自治体が国のほうに医師

確保のためのアクションを起こさなければならないと

いうふうなことが 近言われております。その点につ

いて、どのようなお考えか見解を賜りたいと思います。 

 それからもう一つ、質問項目の６番目になりますけ

れども、改正児童扶養手当法の給付の取り組みについ

て。この分については一般的な父子家庭のほかに、特

異なっていいますか、一般的な事例のほかに特殊なこ

の家庭の事情なり、子どもの扶養の形態があるのでは

ないかというふうに思います。 

 特殊な事例の扶養の形態っていうのをどのように、

予定っていいますか、支給の事例っていいますか、ど

のようなケースがあるのか、もしそういうのが上部の

ほうからおりてきているんであれば、お知らせいただ

きたいと思いますし、そのような対象者に対する支給

のためのお知らせっていうんですか、案内等はどのよ

うになるのかお伺いしたいと思います。とりあえずそ

れぐらい。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ここでは２点ご答弁申し

上げたいと思います。 

 初めに、改革プログラムに関連いたしまして、職員

提案制度の成果、これをどのように勤務評定に反映し

ているのかというふうなお尋ねだったと思いますけれ

ども、職員提案制度につきましては職員のモラル、や
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る気の喚起の目的の一つとして実施しております。こ

れらにつきましては、庁内の掲示板、パソコンなんか

でやってるんですけども、掲示板なんかで情報の共有、

そういうことで活用しております。 

 それで、現在人事評価制度、プログラムにおける人

事評価制度というふうな見地からいたしますと、これ

が直接職員提案制度に現在のところは直結しておりま

せん。総体的な活用というふうな格好になりますし、

人事評価というふうな見地からいきますと、これにつ

きましては県なんかの担当者等とも、かなり考え方の

やりとりしておりますけれども、これについてはいろ

んなメリット、デメリット等を考えておりますので、

いずれこれについては慎重に対応をしてまいりたいと

考えております。 

 それから、298件の権限移譲に関連しまして、久慈

市は少ないのではないかというふうな趣旨のご質問だ

ったと思いますけれども、いずれこれにつきましては、

大都市、大規模自治体においては権限移譲の件数が多

い傾向にあると、そういうふうに認識しております。

これはなぜかと言いますと、議員もご指摘のとおり、

専門分野にかかわるものについては、やはり小規模市

についてはかなり厳しいものがあると、現場のほうで

は認識しております。 

 例えば、私のほうでちょっと躊躇しておりましたの

が、例えば医師法に関連するものとか、健康増進法に

関連するものとか、これらについてはなかなかに専門

性も若干あるかと思って、ちょっと慎重に対応をして

いるところでございますし、それから、議員がご指摘

のどこの市も、市町村も手を挙げないというような温

泉法とか、そういうふうな、ちょっとやっぱり特殊の

知識、これらが必要なものについては、やはり各自治

体とも慎重な対応をしているところでございます。 

 いずれ私どもといたしましては、例えば住民に直結

したような、例えばパスポートの交付、これらについ

ては平成21年度の件数として申請件数200件ございま

す。このようなものにつきましては、いずれ積極的に

対応してまいりたいと、そういうふうに考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  市政改革プログラム

の関連で、私のほうからＰＦＩのご質問をちょうだい

いたしましたのでお答えしたいと思います。 

 ＰＦＩにつきましては、施設の建設、施設の維持管

理、そういうところの視点で、ＰＦＩとして適合する

ような事業があるのかどうかという調査、研究をした

ということでございますが、まあ、この期間中につい

ては、このような建設計画等、維持計画等がなかった

ということで、その制度の仕組みそのものを勉強した

というところで、改革プログラムでは取り組んでいる

というふうになっております。 

 以上でございます。 

○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）  常勤医師確保にかか

わるご質問等で多項目にわたりますが、いただきまし

たご質問、基本的には市長からご答弁申し上げたとお

りでございます。 

 まあ、常勤医師数の部分で申し上げますと、現時点

で33名ということで、先ほど平成16年というお話ござ

いましたが、それに比べますと８名減っているという

ことになります。 

 外来、それから入院別の患者数でございますが、比

較だけで申し上げますと、外来の患者数は16年、21年

比較しまして７万3,772人減になっております。入院

患者で申し上げますと２万4,409人の減、これは平成

16、21という数字でございます。 

 それから、単年度収支の部分でございますが、と、

それから累積損益の状況ということでございますが。

久慈県立病院は黒字でございましたが、この前お伺い

しましたら県立病院では平成18年から赤字になってい

るということのようでございますが、単年度で平成16

年と21年の比較で申し上げますと５億9,100万ほど減

収になっております。そして、21年度現在の累積の損

益額は46億5,000万ほどになります。 

 それから、分娩にかかわるお話、ご質問をいただき

ました。平成20年度と21年度でいわゆる産科医の体制

が変わったところでございますが、まあ、これは久慈

市民であるかどうかということは問わないところでご

ざいますが、平成20年度224人が出産をしておりまし

たが、21年度は130人ということで94人減っておりま

して、これはやはり医師の体制の減が原因になってい

るだろうというふうに思っております。 

 それから、二戸病院における久慈市民の分娩数であ

りますが、当市が管理しております母子健康台帳から
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の数値で申し上げますと、県立二戸病院では平成21年

度は35人が出産をしているということになります。ま

あ、久慈市に住所があって出産した方がということに

なります。里帰りとかという部分については、また別

におられますが。 

 それから、常勤医師の不在、不足に対する取り組み

ということでございますが、先ほど市長が答弁申し上

げましたとおり、不在診療科等につきましては医大の

ほうから医師派遣等によって診療体制をとっていると

伺っているところでありまして、平成16年度というお

話がございまして、それを基準にしますと、歯科医院

は除きますが、個人の開業医院が３医院ふえておりま

す。このことによって、市民に対する一定の受診は確

保されているのではないかというふうに考えていると

ころでございますし、県立久慈病院からも、そういう

ふうに伺っているところでございます。 

 それから、医師確保に係る当市の取り組みというこ

とでございますが、滞在資金等貸し付ける「地域医療

確保対策条例」を策定したということをお話申し上げ

ましたが、今後は県内、他市等の例等を参考にしなが

ら、多様な取り組みをご紹介をいただきましたので、

取り組みを進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 それから、今後の医師確保対策についてでございま

すが、これにつきましては現に国、県等に、全国市長

会を通して国に、それから重点事項要望等を通して県

にという形で要望を継続しているところであります。

今後におきましても引き続き要望をし、医師確保を図

ってまいりたいというふうに思っております。 

 それから、２項目めの児童扶養手当の支給というこ

とで、特殊な支給の事例等が国のほうから示されてい

るのであればということでございますが、その中で２

点ほど申し上げますと、父や母でない者が養育してい

る場合がございます。その場合は児童と同居している

ことを原則といたしまして、監護の実態があるかどう

かを確認した上で、そして生計が一で維持されている

かということで判断をするということになります。ま

た父、母のうち、どちらかが障害であるというような

状況があった場合も対象になりますことから、その一

方が受給者になるという、事例といいますか、示され

ている事例はございます。 

 それから、今後の周知方法ということでございます

が、これは申請を前提としているものでございまして、

８月１日に周知したところでございますが、改めて11

月の広報においても再度、周知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）  ８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  再度質問させていただきます

が、質問項目の９番、市営駐輪場の放置自転車につい

てでありますけども、放置の自転車が現認されるとい

うふうな回答をいただきましたけれども、３カ所の駐

輪場があるわけでありますが、その３カ所の駐輪場別

に、何台ぐらいの放棄とみなされる自転車が確認をさ

れておるのか、そのことをお伺いしたいと思います。 

 それから２点目は、この駐輪場の自転車の管理法っ

ていいますか、規定といいますか、そういうふうなの

がどのように整備されておるのか。また、この改善の

スケジュールについて、大体時期をどれぐらいに区切

って、どのように取り組むおつもりなのかお示しいた

だければと、こういうふうに思います。 

 それから、３点目は細谷地側の駐輪場だったと思う

んですが、私が通って確認したとき、かなり草丈けが

60センチ、70センチか80センチぐらいはあるのかなと

思うぐらい、もう背丈のある草が伸びている場所があ

ったんです。で、ここの手入れや管理が、どこが責任

でやっているのかお伺いしたいと思います。 

 それから、４点目は駅前の、やはりこれ細谷地側の

ほうなんですが、市道のわきに、市のシルバーのほう

に貸している駐車場と市道の間ですか、あそこのとこ

ろにかなりの台数の自転車が道路わきに市道わきに、

道路にはみ出たぐらいで、かなりの台数並んでいるん

ですよ、その駅寄りには駐輪場があるというふうなこ

とで、片づけても、不法っていいますか、放棄自転車

を片づけてもどうなのかなあ、あそこに入るのかなあ

というぐらいの自転車がありますことから、駐輪場の

今後拡張計画等を考えておるのかどうか、その点につ

いてお伺いしたいと思います。 

 それから、質問の10番目、投石による藻場造成につ

いてでありますが、私が関係者から聞いたところによ

りますと、投石して大変好評な石というのは、大槌町

のホルンフェルスっていう石で、変成岩の系統の石だ

というふうに聞いております。ところが同種、同質の

石が久慈近辺の採石場に地下資源として、実はあるん
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だという話を聞いておるんですが、その部分を把握し

ておるのかどうか、１点。 

 それから、もし把握しておるんであれば、かなり埋

蔵資源としてあるのか、少しだけあるのか、その辺、

その量等の把握が、もしつかんでおるんであれば、お

伺いしたいと思います。 

 ２点目は、大変繁茂の状況がいいということの報告

をいただきましたけども、もし久慈で、そういう石が

あるんであれば、大変貴重な資源だと思うんですよ。

で、各浜の生産部なんかの協力をいただきまして、久

慈産の、そのホルンフェルスの変成岩を、投入、投石

をして、実際そういう効果が得られるのか、実証試験

等をやってもいいのではないかというふうな考えがあ

りますけども、その点について、２点目、お伺いした

いと思います。 

 ３点目は、その変成岩についてでありますけども、

関係者、専門家の方々から聞いたんですけども、今ま

で県南の方とか、海岸のある釜石とか宮古方面でも、

変成岩ホルンフェルスを投石をして、想像以上に海草

が付着したということで話題になったときがあると言

うんです。ただ、なぜ、この海草がつくかというメカ

ニズムがつかめない、わからないということを言って

おりました。 

 ですから、産学官で連携のもとに、なぜその変成岩

ホルンフェルスに海草がつくのか、その辺を解明して

いただいたらいいのじゃないかなと、もし解明して、

それがそうだということになれば、久慈の採石場の石

がかなり高い評価のもとに取引される可能性もあると。 

 また、久慈港の貨物の取り扱い等も、拡大、増大す

る可能性もあることから、大変有望じゃないかなとい

うことも考えるわけですが、その点についてお伺いし

たいと思います。 

○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）  駐輪場の放置自転車

にかかわってのご質問にお答えします。 

 ３カ所の駐輪場の放棄自転車は、どの程度あるのか

ということでございますが、この放棄自転車の転移そ

のものもといいますか、実際この長期間放棄している

のか、どうかというのの確認については、なかなか難

しい部分はございますけれども、久慈駅東口について、

シルバー管理を委託しておりますので、そこの管理人

から聞きましたところ、約20台程度が長期間放棄され

てるというように伺ったところでございます。 

 そのほかに、市道等に放置されているといいますか、

盛岡信用金庫横の市道には、この前、31日午前10時に

調査をいたしましたけども、そこには25台、それから

盛岡信用金庫前の歩道には10台、それから久慈駅交番

前歩道には20台というような形で、駐輪場以外に放置

されている自転車がございました。 

 それから、次に管理方法や規定、改善スケジュール

ということでございます。 

 この駐輪場の管理方法についてや規定については、

条例や規則、それらを制定しておりませんけれども、

この久慈駅東口と久慈駅交番前の駐輪場については、

管理業務をシルバー人材センターに委託して、実施し

ております。それから、久慈駅東口の駐輪場について

は、生活環境課で直接管理しているところでございま

す。 

 議員からご指摘のありました細谷地側の駐輪場、こ

れについては、生活環境課が管理しているというもの

でございまして、草が伸びているというご指摘でござ

いますが、これについては、８月２日に草刈りを実施

したところでございます。 

 それから、細谷地側市道わきにかなりの台数の自転

車が置かれているという状況があると。そして、それ

に伴っての拡張計画があるのかということでございま

す。 

 確かにこの現場を見てまいりました。かなりの台数

が、１日のうちで、午前、先ほど申し上げましたが、

10時ごろでは20台、それが午後８時ごろでは、40台と

いうふうな形で市道に置かれてるという状況にござい

ます。 

 それで、この拡張計画の考え方でございますが、現

時点では、持っておりませんけれども、そこの土地に

ついては、財政課が管理をいたしておりまして、その

一画を生活環境課でお借りして、駐輪場として使用し

ていると。そして、そのほかの土地については、シル

バー人材センターが、駐車場として経営をしていると

いうことでございまして、この駐輪場を拡張するとい

うことになりますと、拡張してやるということになり

ますと、このシルバー人材センターへの経営の影響等

もございますので、今後の検討課題とさせていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 
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○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）  漁場造成にかかわって、

投石する石材の再質問をいただきました。お答えを申

し上げたいと思います。 

 まず、久喜漁場に投入された大槌町のホルンフェル

スと同様の石材が、久慈市にあるかということでござ

いますけども、市長がご答弁申し上げましたとおり、

投入した石材の海草のつきが良好でございましたので、

久慈市においてもないかと探しておりましたところ、

このたび、小久慈の山にあるということが判明いたし

ました。 

 その埋蔵量でございますけれども、今現在は不明で

ございますが、高さ100ｍぐらいの山で掘削している

ということでございますので、相当量の量があるもの

と推察してございます。 

 次に、各生産部において実証試験をしてみてはとい

うことでございましたけども、この波浪等によって石

材が動かないようにするためには、育成堤同様の施設

が必要でございますので、設置には相当の経費が、費

用がかかると思ってございます。久慈市漁業協同組合

を通じて各生産部と話し合いをしてまいりたい、この

ように考えてございます。 

 次に、ホルンフェルスの有効な活用策について、産

学官を活用してはどうかということでございます。 

 岩手大学あるいは県の工業技術センター等のご意見

を賜りながら、関係機関団体等と提携を組んで取り組

んでまいりたい、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、畑中議員の質問に

関連いたしまして、何点か質問したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、10番の投石による藻場の造成という中での関

連でございますけれども、これにつきましては、項目

としては投石という石のほうでやっておりますが、私

からは、近年、昆布類の繁茂が、非常に久慈地方、少

なくなってきております。私、常日ごろ、ウニ、アワ

ビの増殖にはえさ場がなければだめだよという質問は、

かなりしてきたつもりでございますが、今回、漁協の

ほうにもちょっと絡んでみまして、実際にえさ場つく

りが必要だなということ、痛切に感じました。 

 というのが、やはりえさがなければウニ、アワビは、

大変やせてくると、実入りが悪いと、あるいはそうい

う格好になってきております。そういう中で、ある地

区では昆布養殖でもってえさをつくるという中で入っ

て、あえて区画漁業権をとって、昆布の養殖をすると。

それをとるんじゃなくて、えさとして活用するんだと、

状況を現在、試験的にもやっておるところもございま

す。一部地区からは、果たして、それをどういうふう

にやればいいのかという話も、言われましたけども。 

 そういう点で、この辺について、昆布の繁茂をふや

すという観点から、当然、種は北海道産の昆布を使い

ます。ほとんどがですね。そういうことで、かなりの

経費もかけておるという状況にございますが、この辺

を把握しておるのか、かつまた、それに対する助成は

考えられないのか、というのともう一つですが、それ

が一つです。 

 それから、実際に見たわけですけども、昆布は約７

ｍぐらいの、そこまで伸びて行きます、採る時期にで

すね。ですから、それを、刈りっぱなし、あるいはへ

たをそのまま移して沈めてしまうという、えさにする

という状況にもなってございますんで、その辺につい

ての何か考えないのかお尋ねしたい。 

 それから、それをやってみて初めて、今年度、県の

１年限りの事業でしたが、ウニの稚苗、１年限りの

10％の補助をもって、追加をやるよということで、私

のとこでは、実は久慈では1カ所だけでしたけども、

何を一番、稚苗購入にしました。でもう、放流をしま

したけども、そういうこともございます。 

 あえてこの前は、当初からの予定では、かさ上げ補

助もあったわけですが、今回は県だけの補助というこ

とで、実証したところで、これについても今後の対応

がどうなのか、考えておるのか、お聞かせ願いたい。 

 それから、観光行政の夏場の観光事業、これについ

て市長から答弁をいただきました。確かにそのとおり

だと思いますけども、あえて言いますれば、今年度の

事業に携わってみて、同じ日に二つの行事があったと

いうのと、１週間おいて海女フェスティバルがあった

という状況の中で、当然、海の事業が重なる行事でご

ざいます。 

 そうした中で、痛切に感じたのが、お互いの連携が

ないなというのが、一つ感じました。そういうことで、

これについてお互いの連携をやはりとるべきだという

ことも、滞留型観光も進めるべきだと思いますが、そ
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の考え方についてお聞かせを願いたいと思います。 

 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）  昆布のえさの件でござ

いますけども、にお答えをいたしたいんですけども、

今、議員おっしゃったことは、大事なことと思ってご

ざいます。で、えさとして昆布自体をとったものをま

くということも必要かと思いますし、今、議員がおっ

しゃっていただいた海に成育している昆布の、昆布自

体をえさとして活用していくことが、非常に大事だと

思ってございますので、今後、研究して、検討してま

いりたいと、そのように考えてございます。 

 あと２番目の点でございますけども、１年限りの県

事業ということで、市の対応はということでございま

したけども、現在は、そのかさ上げ補助とかそういう

意味合いと受けとめましたが、考えていないところで

ございます。 

 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、私の方か

らは観光行政について１点ご質問をいただきましたの

で、お答えを申し上げたいと思います。 

 議員お話のイベント、みなと・夏まつりの関係、さ

らには、翌週の海女フェスティバルという部分でのお

話だと思いました。 

 確かに、お話にありましたように、みなと・夏まつ

りにつきましては、ことしで言いますと、７月の24、

25日で開催をし、25日には、魚まつりというイベント

も開催をされたということで、そこのへんの連携と、

こういう部分についてのお話かと思います。 

 両イベントの会場に移動する、あるいはお出でをい

ただく場面では、ことしもシャトルバスを運行しなが

ら、両方の場所に出かけていただけるような施策も講

じて、取り組んでおります。 

 そういった中において、もう議員、ご承知のとおり

でありますけれども、魚まつり、いわゆるこれにつき

ましては、従前やられてきたものでありまして、いろ

いろな意味合いを持った祭りだったと思います。 

 その後、年数を重ねた結果、中断をなされたという

ことで、その後に、みなと・夏まつりが、また、その

後といいますか、その中断されたときにみなと・夏ま

つりを開催したというようなこともございまして、そ

れぞれの実施団体も異なるところもございますので、

この辺につきまして、今後、一つ、あるいはそういう

場面を一つの場所に置いて、実施できる、そういった

ことについては、今後、いろいろ実行委員会並びに実

施団体等とも、いろいろ検討してみる必要があろうか

と思いますので、その部分については、今後勉強させ

ていただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  15番堀崎松男君。 

○15番（堀崎松男君）  昆布の関係でございますが、

これについては、あくまでもえさとしての活用という

ことでございますんで、そういう点では、近年、本当

に昆布が少ない。ですから、ウニもやせているという

状況、中での、この辺の関係については、確かに10％

の補助事業、ことしございましたが、私は、現在のや

ったのにかさ上げする、していただきたいということ

ではございません。 

 今年度出ましたその10％、あるいは予定どおりより

も、また多くやりたいという状況が出た場合に、やは

りその辺も考慮に入れて、今後、取り組んでいけるの

かどうかということを、お聞かせ願いたい。 

 それから、もう一つ、区画漁業権をとっておるわけ

ですが、新たにとりたいという話も、ちらっと出てき

たところがございます。地区は申し上げませんけども、

うちの地区じゃなくて、ほかの地区でもあった、ある

という声が、ちらっと今、聞こえてきておりますんで、

そういう点では、この辺の指導も徹底していくべきで

す。 

 当然、販売用にとるんじゃなくて、えさとして使う

という状況です。その辺の関係も、ひとつお願いしま

す。 

 それから、観光事業のほうですが、確かに、部長言

うとおり、私も初めてというか、何年ぶりかで経験し

てみたんですけども、過去には、一緒にやった経緯も

ございますよね。そういう中を踏まえた中で、やはり、

地元とすればやはり、夏まつりは半崎だという環境が

ございます。 

 ですから、どうしても両方に出なければならないと

いう環境と、そして近年若い人が少ないということで、

非常に苦労するところがあるんですよ。そういう点を

踏まえて、痛切に感じたなという面があるんですけど

も、そういう点ではひとつご理解を願って、その辺は、

改善方に努力していただきたい、思いますし、またこ
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としのような事業として夏まつりをやるのか、今後や

るのかもわかりませんけれども、当然、今年度は５周

年事業ですから、あるいは縮小になると、その辺も踏

まえた中での考えも視野に入れながら、お願いをした

いと思います。 

 ことし、シャトルバスは動いたわけですが、それか

ら海女さんのほうの船のほうも新港から出たというこ

とですけども、私はこの辺も、やはりやる時期と、お

互いに連携してやる時期と、当然、売るものは大体同

じものが売られるという状況もありますし、特に感じ

たのは、ウニのラベルをつくる場合に、同じような事

態、事業でありながら、片方ですか、両方で許可を取

らざるを得ないという状況がございました。 

 そういう点で、苦労したんですけども、非常に、人

がかかるということですね。ラベルをつくって張ると

いう。しかも枚数がうすくなれば、結構、倍ぐらい値

段になっちゃう。型をつくらなければならないという

ことで、非常に難しいんですが。 

 そういう点を踏まえながら、やはり連携をとって、

一つのラベル、両方で使えるとか、そういう工夫も必

要でないのかなと、自分なりに感じたところでござい

ます。 

 そういうことを踏まえまして、この辺については、

しかるべく時期が来れば、またやらざるを得ないでし

ょうから、検討せざるを得ないのかな、私自身そう思

います。その辺はご理解を願って、検討していただき

たい。 

 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）  はい、藻場造成にかか

わっての、昆布のえさの件でございますけども、議員

おっしゃったことは、早速、県北広域振興局水産部に

申し入れて、対応できるようお話をしてみたいと考え

てございます。 

 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）  再度のご質問にお答

えを申し上げたいと思います。 

 あの実施されている状況、その他については、議員

ももう既にお話のとおり、ご承知いただいているわけ

でありますし、また、夏まつり、みなと・夏まつりに

つきましては、議員の所属する生産部には、大変お世

話になりましたこと、このことについては、本当にお

礼を申し上げたいと思います。 

 お話がありましたように、一つの会場でという場面

もあろうかと思います。しかしながら、これまでの経

過という部分も考えなければならない。あるいは、そ

の安全祈願であったりとか、あるいは大漁祈願であっ

たりとか、そういったものを含めた漁協は漁協さんな

りの場面での魚まつりというのもあろうかと思います

ので、そういった部分も含めながら、今後、そのいろ

いろな面で重なる部分があろうかと思いますので、検

討させていただきたい。また、いろいろ協議をさせて

いただければと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）  24番八重櫻友夫君。 

○24番（八重櫻友夫君）  畑中議員の質問に関連しま

して、端的に１点だけ、お伺いいたします。合併前か

ら取り組んでおられます市政改革プログラムについて、

お伺いいたします。 

 改革を進めるに当たっては、必ず痛みが伴っており

ますが、そこで頑張ることによって新しい展望が開か

れるというふうに言われております。 

 今までも、補助金の交付、負担金等の軽減や、使用

料の徴収など、そしてまた公の施設の廃止または統合、

民間委託、指定管理者等を実施するなど、それから市

有地の売却や施設の売却、それから、行政サービスの

向上等、いろいろやってきているわけでございます。 

 私も、今、ちょうど、平成16年３月に策定、つくら

れました市政改革の合併前のものをわざと捜してきま

したんですが、その資料を見てみますと、だいぶ努力

してやってこられたなという思いがあります。 

 特に思い出せば、北限閣の民間に売却した、あれも

たしか特別会計で3,000万、4,000万の赤字があって、

穴埋めして、いつもこの議会で論議された経過があり

ます。それから、保育園等の民間委託ということで、

長内保育園、そしてまた侍浜保育園等もそれで、この

合併前につくられた市政改革プログラムに基づいて、

随分実施されてきているなということに対しまして、

敬意を表したいと思います。 

 そこで、お伺いしたいと思いますが、今後、小・中

学校の統合等があるわけですが、先ほど答弁にもあり

ましたんですが、日野沢小学校等、来年３月に、これ

もやはりＰＴＡの方が、進んで市のほうに申し出たと
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いうことは、私は大変子どもたちのためには、将来を

考えるとすばらしい判断をしたなという思いはありま

す。 

 そういうふうになれば、今現在使っている日野沢小

学校が、空き校舎になるわけですが、大変環境のいい

ところに建っておりますんで、これをどのように地元

住民と話し合って、対応を考えているのか、お伺いし

たいなと思います。これは、これから山形町の小学校

の合併等の問題で、次々起こる問題ですんで、やはり

地元住民を安心させる意味でも、これは大変重要なこ

とだと思いますんで、考え方をお伺いいたします。 

 それから、二つ目は、計画の中で、先ほど私もお話

しましたんですが、長内保育園、それから侍浜保育園

等が民間に委託されました。そこで残っているのが、

小久慈保育園というふうになりますが、これはたしか、

もう20年か、何年ごろ実施したいという話も計画にあ

ったようなんですが、現在、この計画がどのようにな

っているのか、お伺いします。 

 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）  市政改革プログラムにか

かわりまして、学校統合の空き教室、空き学校といい

ますか、の活用ということでございますので、こちら

が答えたいと思います。 

 まず、日野沢小学校は、来年４月から統合というこ

とで、学校が廃校になるわけでございます。こちらの

活用につきましては、地元の方々の意見なり要望なり

をこれからさらに聞いて、そしてそれの協議をして、

活用策について検討してまいりたい。現段階では、ど

ういった方向というのは出ておりませんが、いずれ地

元と協議して進めていきたいということでございます。 

 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）  市政改革プログラム

に係る保育園の民間への移譲ということでございます。 

 議員がお話ございましたように、 初に小久慈保育

園というような、も、計画の中にはございましたが、

その受け皿になるもの、それから父兄の関係、地域の

状況等を勘案し、長内保育園が第１号となったところ

でございますし、その後において侍浜保育園というこ

とでございます。 

 私どもも今後におきましても、保育園については、

民間で経営運営をしている状況は十分にあるわけでご

ざいます。したがいまして、それらの状況の整った常

設の保育所、保育園から民間に移譲できるよう取り組

んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（宮澤憲司君）  24番八重櫻友夫君。 

○24番（八重櫻友夫君）  はい、ありがとうございま

した。 

 今の学校の問題ですが、１点だけ、学校に関してお

伺いします。 

 繋小学校はどのようになっているのか。参考のため

に、今の現状の状態、人数、あっ、そうか、はい、わ

かりました。大変失礼しました。 

 保育園の、小久慈保育園の関係ですが、民間に委託

したいという、当初から話があったわけですが、さっ

ぱりこれは進んできていないような状態ですけれど、

私は、ある中には、やはり民間で、民間じゃなく市で

やってもらいたいという方も、確かにいらっしゃると

思います。これは、やはり市でやれば、やはり職員の

定数、足りなければ臨時、それでなければ緊急雇用で

もどんどん使っていくわけですから、大変、これはあ

る中では、市でやってもらいたいという方もあると思

います。 

 ただ、私は、やはり市の方からその分、お金が支出、

税金が使われるわけですんで、将来を考えた場合には、

早急に民間委託、たとえ受ける方があるのか、または

新しく社会福祉法人を設立してやるのがあるのかわか

りませんが、いずれ、早急に１日でも早く、検討に入

っていただきたいなと思いますが、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、その小久

慈保育園に係るご質問にお答えを申し上げます。 

 保育の中には、多様な保育の形態や、特別保育等を、

各種の特別保育等がございます。それらのことも勘案

しながら、その民間の保育園での役割、それから公立

における保育園の役割というものもないわけではござ

いません。それらを勘案し、先ほど申し上げました地

域の状況、受け皿等勘案して、取り組みを進めてまい

りたいというふうに考えておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  はい、それでは、ご指名を
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いただきましたので、畑中議員の質問に関連をして、

１点だけお伺いをしたいというふうに思います。 

 通告されている８番目でございます。 

 これは、北部広域環境組合について、いうような表

題になっておるわけでございますが、これもご承知の

ように、この組合の１月、ことしの１月に策定された

計画書では、第１期計画と、第２期計画というのがあ

るわけでございまして、第１期計画というのは、第２

期に施設をつくっていくわけでございますが、その施

設をつくる前段階として、いろいろなことをやらなけ

ればならない。 

 例えば、ごみの減量化や、あるいは場合によっては

ごみの有料化とか、まあ、そういうものに取り組んで

いかなければならない、いわゆるごみの減量といわゆ

るごみの資源化、こういうものに取り組んでいかなけ

ればならないっていうような、第１期計画の時期であ

るわけでございます。 

 私の後で登壇されます小野寺議員さんの中にも、こ

の広域組合の質問が出ております。したがいまして、

このごみの問題が、いろいろと情報交換をした結果、

彼の質問と重複するということでございますので、私

のほうからは、この第１期計画についての質問はしな

いで、第２期計画の予定されている、あるいは計画さ

れている施設の建設関係のほうについて、ご質問申し

上げたいと思います。 

 要するに、この計画書によりますと、平成27年から

この計画書、第２期計画が始まるわけでございますけ

れども、これらの施設関係が建設されていくのが、平

成30年から31年ということになります。随分先のよう

な気がいたしますけれども、実はもしこういう施設の

建設計画に、根本的に考え直さなければならないよう

な点があるとするならば、今の時期に、この時期にや

はり是正していかなければならないのではないかと、

そのような思いを持ったわけでございます。 

 実は、この施設建設計画っていうのは、ごみのその

焼却施設っていうものが、二戸につくられると。ある

いは、二戸地区につくられると、あるいはリサイクル

施設、そういうものが久慈につくられ、二戸にもつく

られ、そして久慈地区には、その中継地点であるサテ

ライトセンターっていうんですか、そういうものが建

設されるというような計画でございまして、そのリサ

イクル施設については、約13億円とか、あるいは二戸

地区は金額で言いますと、10億7,000万とか、あるい

は、そのサテライトセンターも13億とか、かなり大き

な金額の資金のかかる建設計画であるわけでございま

す。 

 しかし、根本的に考えたときに、なぜ、このいろい

ろな施設をそういうふうに地区、地区に分散して建設

をしなければならない理由が、どこにあるのかと。こ

れ全く、何回読み返してみても、私、本当に不思議な

ことでございましてですね。 

 むしろ、この間、教育民生常任委員会で、北海道の

研修に行ってきたわけでございます。たまたま偶然に、

いわゆる組合と同じような組合を設置して、もう10年

以上前から稼動している、供用している、そういう小

樽市の例があったわけでございますが、まさにそこへ

行って研修をした結果、このリサイクル施設とかある

いは焼却施設、これは一体のものであることが望まし

いと、そういうようなことを研修してきたわけでござ

います。 

 一体になることによって、そのメリットっていうの

は、一体何か。電気とか水とか、そういう関係が関連

性のある施設なんで、焼却施設のほうから利用できる

とか、あるいは万が一の事故であるとか、あるいは緊

急事態の発生という場合には、リサイクル施設には、

人がいないと。土日あるいは祭日は、人がいないと。

ところが、焼却施設には一年中人がいるので、そっち

のほうで対応できるとか。あるいは、そのいわゆる財

政的な意味における、その負担、こういうものが非常

に軽減されるというような、いろいろな利点が、この

一体化した施設の建設計画というものにはあるわけで

ございますが。 

 なぜ、こういうような分散をして、施設を建設する

というような計画に至ったのか、その辺の基本的なと

ころをちょっとお伺いをしたいというふうに思うんで

すが。 

○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）  施設を分散してなぜ

つくるのかというご質問でございます。 

 今、議員、お話のとおり、資源化施設については、

久慈地区と二戸地区につくるということになります。

それからサテライト中継施設については、久慈地区に

つくると。そして、この久慈地区に、中継施設を経由

していくという部分は、旧久慈市の分。それから普代



－45－ 

村、野田村分ということになります。そして旧山形村

と、洋野町の分については、直接、新たにつくる九戸

村に、今、建設しようとするごみ焼却場のほうに、運

搬していくということになります。 

 それから、資源化施設については、久慈地区と二戸

地区につくるということでございます。これについて

は、この資源化施設に、資源物を収集しまして、そこ

に業者から来ていただいて、業者のほうに売り渡しを

すると。 

 いうことで、その一カ所に、例えば九戸のほうにま

とめますと、久慈から資源物を持って行くのに、経費

がそれぞれかかるということで、資源化施設について

は分散しての計画ということでの考え方でやっている

ものでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  そういうふうに説明されて

も、なかなか私、この件についてはよく理解をできな

い部分があるんですけども。 

 これは、うがった見方だと言われるかもしれません

けれども、実は、今度の環境組合ってのは、８市町村

で構成されている組合でございますよね。そしてその

中心になるのが、二戸と久慈というようなことで、い

わゆる先ほどの市長答弁にもありましたけれども、先

ごろの初議会では、いわゆる久慈から議長さんが選出

をされております。こういった経緯になったのも、実

は連合長は、二戸からということで、そういう流れの

中で、じゃ、議長さんは久慈からというような、そう

いうようなお話もあったというふうに伝え聞いており

ますけれども。 

 私は、もしかしたらこの施設そのものの建設が、お

互いに久慈市とその二戸市との、お互いのバランスを

とるための一つの、この施設は向こう、こっちはこっ

ちというようなのが、そういうある意味、お互いのメ

ンツを立てたような、そういうようなさじかげんの中

で、こういう計画っていうのは出てきたんじゃないの

かなと、そういうような気がして、非常にならないわ

けでございます。 

 この施設ってのは、統一してつくれば、非常に行政

効率がよくなるわけでございますね。当然、リサイク

ル施設は、一旦、リサイクル施設に運んでも、そこで

またごみが出ますから。焼却炉に、また再運送しなけ

ればいけなくなるというような、そういう無駄も出て

くるわけでございます。したがって、非常に行政効率

が悪い。財政負担が、それぞれふえてくる。これは単

に、いち久慈市だけの財政負担にとどまらないわけで

すよね。この北部地区、県北の住民全員にかかわる問

題でございますんですね。 

 私は、万が一、そういううがったような見方が適切

でないと言われれば、それまででございますけれども。

５年前に、山形と久慈が合併した際に、いろいろな小

さな組織まで合併しました。例外なく、ほとんどが会

長は久慈からと。お互いのメンツを立てた形で、副会

長は山形からと、こういう人事が全部行われてきた。

それと同じように、もしかして、今回のこの広域組合

のこういう施設の分散計画っていうのものも、もしか

したら、お互いの市と市のメンツを立て合うような、

そういうところで分散計画が起きたのだとすれば、こ

れは住民の利害を損なうと、そういう気がするわけで

ございまして、これは、うがった見方かもしれません

けども、できれば部長さんには、私のこういうような、

もしかしてという不安を払拭していただけるようなご

答弁をいただきたいと、このように思うんですが。 

○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）  施設にかかわっての

お話を申し上げたいと思います。 

 環境組合では、施設を、ごみ処理場を、久慈と九戸

といいますか、二戸に分散して建てた場合、それから

集約した場合と、それぞれ試算をして、それから中継

施設がない場合、それから中継施設をつくった場合に、

久慈につくった場合、二戸、広域につくった場合、そ

れぞれのパターンで試算をいたしまして、そうした中

で、施設集約によって、計算の前提がございますけど

も、15年稼動で、人件費等も含めまして、建設費それ

らを含んで計算した場合に、施設を１カ所に集約した

場合で15年稼動で、約58億ぐらいの、集約した場合に

経費の節減ができるんだという試算をいたしておりま

す。 

 それから、久慈広域に中継施設を設けまして、二戸

広域には中継施設を設けない、そうした場合に、この

輸送コストが当然に集約することによって増になるわ

けでございますが、そうした場合に、輸送経費が約56

億8,800万円ほど増になるという計算をしております。 

 そうしたことから、その施設集約をし、久慈広域に
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中継施設を建設するということで、差額として10億程

度の経費節減がなされるということのもとで、現在の

計画に落ちついたというものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  済みません、しつこいよう

で申しわけないんですけれども。 

 いずれ、いわゆる今の答弁の中でわかるように、や

はり１カ所に集約したほうが経費の節減になると、あ

るいは場合によっては、一括発注をしたほうがもっと

節約になるって、これはわかり切ったことでございま

すけども。恐らく広域という非常に広い面積の中で、

いろいろ利用者の、利用自治体のそういう利便も考え

たのかもしれませんけれども、もし何かの機会があっ

たときには、久慈市も構成員の一人でございますんで、

こういった面についても、もう一度、再検討、一から

戻して再検討とは言いませんけれども、こういった面

をもう一度チェック、検討してみないかというような、

そういうような提案もなされてもいいんではないかな

というような思いもいたしますけれども、一言だけご

答弁をお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  ただいまのごみ焼却施設の

広域化といいますか、その問題についてのご質問でご

ざいますが、一定の面積を確保して、そして量を確保

する。そのことによって24時間稼動して、効果的な焼

却施設をつくるんだというのが、もとにあるわけなん

でございますけれども、そこにごみを、例えば久慈の

場合には、おっしゃるとおり距離が長くなるわけでご

ざいますから、普代の運搬車が、１台ずつそちらのほ

うにたとえば持って行くと、ということになりますと、

相当の経費がかかるわけでございます。 

 それで、その中継施設、そういったもの等の整備し

なきゃいかんといったような効率化も図っていくと、

総合的に考えた場合、先ほども部長のほうから、経費

の節減になるといったようなことの説明があったわけ

でございます。 

 それで、そのような中で、これから進めていくわけ

で、今、減量計画、減量が幾ら、できるだけごみの減

量化も図らなきゃいかんという中で、今、第１期を進

めているわけなんですが、その状況を見ながら、さら

にどのような形にすればいいかといったようなことも、

また、それを根本的な見直しというわけにはいきませ

んが、いろいろとそれは考えていかなければいけない

というふうに思っているところでございます。 

 決して、その二戸の久慈のお互いのメンツのために

ということではございませんので、そのことについて

は、ご理解をいただきたいと思います。 

 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２時50分といたします。 

    午後２時38分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後２時50分   再開   

○副議長（濱欠明宏君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 一般質問を継続します。この際、中居市民生活部長

から答弁、求められておりますので、答弁お願いしま

す。中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  先ほどの岩手環境北

部組合の関係での質問での、輸送経費についてのご答

弁を追加したいと思います。 

 可燃ごみの場合で申し上げますと、久慈広域に中継

施設がある場合には、ない場合と比べまして、この15

年間の試算でございますが、５億9,300万円ほどの経

費減という試算をしております。 

 それから、二戸広域に中継施設がありの場合には、

18億3,700万円ほどの増になるという試算をしており

まして、今現段階では、久慈広域のみに中継施設を建

設するという計画になってございます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  次に、日本共産党久慈市議

団代表、小野寺勝也君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也登 

    壇〕 

○17番（小野寺勝也君）  日本共産党久慈市議団を代

表し、当面する市政をめぐる諸問題について、市長、

教育長及び選挙管理委員長に質問をいたします。 

 質問項目の第１は、岩手北部広域環境組合への提案

についてであります。 

 ごみ問題の解決の基本は、発生源からごみを減らす

ことが大事であります。発生の抑制、再利用、再生、
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減量の３Ｒのそれぞれの目標と計画を立て、ごみの分

別を徹底し、市民参加の取り組み強化が必要でありま

す。 

 しかし、実際のごみ処理の傾向は、焼却施設中心の

ごみ処理が進み、それが行き詰ってもきています。一

つは、財政面で。「ダイオキシン対策」として持ち込

まれた大型焼却炉導入の借金が、その後の高額な運転

経費と合わせて、自治体財政を圧迫しています。また、

３Ｒが大事だと言いながら、大型焼却炉をつくってし

まったために、燃やすごみが足りない状況となり、せ

っかく分別したプラスチックなどを一緒に燃やしてし

まうという、分別、減量に逆行する事例もあります。 

 ごみ問題の解決のためには、どんなものがどのくら

い「ごみ」として出されているのか、どのくらい減量

や資源化が可能か、コスト面、環境面を含めて、具体

的に実情をつかみ、分析することが必要です。 

 この点で、ことし春に発足した岩手北部広域環境組

合の「将来見通しと施設整備概算事業費」を見ると、

ごみの減量化目標は、平成12年比で、平成27年までの

目標は、わずか10％というものです。市民１人当たり、

市民１人１日当たりでも、久慈市の例でみると、981

グラムから911グラムと、７％の減でしかありません。 

 この極めて甘いごみ量の推計結果でも、47億円を投

じる大型焼却炉稼動開始の２年目の平成31年度からは、

１日で燃やすごみ量が100トンを下回り、燃やすごみ

を探す事態となります。ついては、総額100億を投入

する計画を改め、ごみの減量化の徹底と、これに適応

した施設整備を提案すべきと思いますが、お尋ねいた

します。 

 質問項目の第２は、公務の公共性を確保するための

職員体制のあり方についてであります。 

 行政が無駄をなくし、効率的な行財政運営の努力を

行うことは、本来の仕事である市民の福祉・行政サー

ビスを充実するためにも大事であります。 

 しかし、政府は全国の自治体に集中改革プランの作

成と公表を迫り、人員削減を押しつけてきました。さ

らに今度は、新しい公共の名で、国や自治体の責任を

民間に肩がわりさせようとしています。 

 この結果、どうなったのか。当市の場合で見ると、

市職員599名中、実に216名、率にして36％の職員が臨

時または嘱託職員です。36％の職員が従事する仕事は、

すべて臨時的、補助的または特定の学識経験を有する

業務だけでしょうか。 

 保育園の保育士に至っては、10カ所の保育所、児童

館のうち、９カ所では、正職員が１名しかいません。

実に73％の保育士が、非正規職員で構成されています。

子育ては、臨時的でよいのでしょうか。 

 待遇面においても、３年あるいは10年で雇用が打ち

切られ、その結果、経験も蓄積されず、市民にとって

も決して望ましいことではありません。 

 正職員の一時金支給日には、職場に行くのがつらい

との声、忌引休暇の差についても、悲しみに違いがあ

るのか、悲しみにまで差をつけるのは悲しい、こうい

う声もあります。 

 公務員の削減を求める議論がありますが、こうした

実態を知るなら、市民も決して市職員をやみくもに減

らせとはならないのではないでしょうか。本来、自治

体は、模範的な使用者、雇い主でなければなりません。 

 お尋ねをいたします。職員の36％が非正規職員で、

しかも常態化している事実を、どう認識しておられま

すか。 

 ２点目は、専門性が求められる保育士、各種相談員

などが、臨時や嘱託職員で支障がないのでしょうか。 

 質問項目の第３は、介護保険制度についてでありま

す。 

 自治体が３年ごとにつくる介護保険事業計画の策定

に当たって、参考とすべき、いわゆる適正なサービス

料として、国が示してきたのが、参酌標準であります。 

 特別養護老人ホームの待機者が解消しない背景に、

この参酌標準があることは周知のことであります。こ

れが撤廃されることは当然であり、歓迎すべきとは思

いますが、事実関係についてお知らせください。 

 ２点目は、施設整備を進める上で参酌標準が撤廃さ

れることは当然ですが、これをもって施設整備が進む

と判断するわけにはいかないと思います。施設整備を

進める上で、当市として国に対する基本的要望はない

か、お尋ねをいたします。 

 質問項目の第４は、後期高齢者医療制度についてで

あります。 

 政府は、後期高齢者医療制度の廃止を公約し、政権

に就きましたが、廃止を４年後に先送りし、さらに75

歳以上の患者が90日を超えて入院すると、病院の収入

が激減をする後期高齢者特定入院基本料の対象を、こ

の４月から全年齢に拡大をしました。 
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 そして、先ごろ発表した新制度の中間取りまとめで

は、大多数の高齢者は国民健康保険に加入させ、現役

世代とは「別勘定」にして、都道府県単位で財政運営

をする制度に組み込むというものです。高齢者医療の

財政を現役世代と別勘定にすれば、高齢者がふえ、医

療費がふえるにつれて、高齢者の保険料が上がる仕組

みです。政府がつくろうとしている支援制度も、高齢

者を別勘定にした現行制度の根本的欠陥を引き継ぐ制

度ではないでしょうか。 

 「うば捨て山」と呼ばれる後期高齢者医療制度を速

やかに廃止をして、もとの老人保健制度に戻すととも

に、国庫負担を増額して、高齢者の窓口負担の無料化

や保険料負担の軽減を図ることこそ大事であります。 

 お尋ねをいたします。現行制度と新制度の中間取り

まとめの違いは、どこにあるのでしょうか。 

 質問項目の第５は、中小企業対策についてでありま

す。 

 本年６月、政府は中小企業憲章を閣議決定をいたし

ました。憲章は、前文で、中小企業は経済を牽引する

力であり、社会の主役であると明記し、中小企業の役

割を高く評価しています。 

 また、政府が中核となり、国の総力を挙げて、中小

企業施策を進めると宣言しています。ついては、この

憲章への認識及びこれを受けての対応、対策をお示し

いただきたいと思います。 

 質問項目の第６は、土木行政について４点お尋ねを

いたします。 

 １点目は、夏井町小田橋の改修についてであります。

この橋は、小田地区、生平地区の住民にとっては、な

くてはならない生活の橋です。夏井地区に国の中山間

事業が導入されたときに、不在地主の同意が得られず

に、抜本改修ができなかった橋であります。今日まで、

木材を利用して歩道橋として利用していますが、木材

の腐敗が進み、安全が確保されにくくなっている状況

です。木材の取りかえを行うなど改修を行うべきと思

いますが、お考えをお聞かせください。 

 ２点目は、市道寺里生平線の安全確保の問題であり

ます。この路線は、広域農道として、岩手県が昭和54

年に着工し、平成５年から供用開始になりました。工

事着工から31年を経過し、路盤ののり面が数カ所ゆが

んできています。ゆがみの原因を調査し、安全対策を

講じるべきと思いますが、お聞かせください。 

 ３点目は、台風シーズンを迎え、浸水危険箇所への

対策、対応であります。新築町、田高、新長内、上長

内など、大雨のたびごとに被害に遭っています。抜本

対策には、排水ポンプの設置などを急ぐ必要がありま

すが、当面取り得る 善の施策をお示しください。 

 ４点目は、市民協働道路維持補修事業の予算拡大の

問題であります。同事業に対する地域からの要望が強

くあり、６月の予算特別委員会での答弁でも、26団体

から申請があり、うち10カ所で事業展開を予定してい

ると答えています。中には、枠が狭いことから申請を

断念したところもあったのではないでしょうか。要望

を踏まえ、予算拡大を強く求めるものであります。 

 質問項目の第７は、教育行政について２点お尋ねを

いたします。 

 公務員の削減は、将来の社会をつくる子ども教育に

も影響を及ぼしています。市内の小中学校では、8.2

人に１人が非正規教師となっています。市が独自に採

用している支援員を含めると、実に５人に１人が非正

規教師となります。教師を非正規にというのは、教育

を安上がりにすることに通じるのではないでしょうか。

こうした状況を改め、正規教師化を県教委に要望すべ

きと思いますが、お尋ねをいたします。 

 ２点目は、「たたら館」についてであります。砂鉄

の鉱量は当地方が特にも多く、古くは藩政時代以前か

ら、たたらという独特な炉で製錬されていたと言われ

ています。それらの資料は、旧大川目公民館に「たた

ら館」として展示されてきましたが、現在では、旧長

内中学校の歴史民俗資料室に保存、展示となっていま

す。 

 関係者はもとより、市民にも「たたら館」への思い

が強いように思います。歴史民俗資料室と、ひとくく

りするのではなく、旧長内中学校を利用しつつも、

「たたら館」として分離して立ち上げるべきと思いま

すが、ご所見をお伺いいたします。 

 質問項目の 後は、国政選挙の改善についてであり

ます。 

 さきの参議院選挙では、無効投票が選挙区で1,609

票、率にして9.37％。比例代表でも1,109票、率にし

て6.45％も発生しています。 

 言うまでもなく、選挙は、議会制民主主義の基礎を

なすものであり、１割近くもの無効票が出たのは極め

て問題であります。多くの無効票が出た主な原因は何
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か、及び改善策をお示しください。 

 ２点目は、政府の事業仕分けで、投開票所経費が削

減されたといいますが、当市の削減額とその影響につ

いて、お知らせいただきたいと思います。 

 以上、８項目、15点について質問をいたしました。

積極的な答弁を期待をし、登壇しての私の質問を終わ

ります。 

○副議長（濱欠明宏君）  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、

小野寺勝也議員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、岩手北部広域環境組合への提案についてお

答えをいたします。 

 当該組合は、地域循環型社会形成推進地域計画に基

づき、熱回収施設、いわゆるごみ焼却施設を整備する

に当たって、平成20年度の構成８市町村の焼却量３万

3,767トンを、平成27年度以降には、年間２万4,195ト

ンとする目標として、組合及び構成市町村が一体とな

ってごみの減量化や資源化に取り組むことといたして

おりまして、平成26年度までの取り組み状況により、

施設建設規模が明らかになってくるものと考えており

ます。 

 次に、職員体制のあり方についてお答えをいたしま

す。 

 まず、非正規職員の常態化についてでありますが、

産休代替や一時的な業務繁忙のための雇用のほか、国、

地方を問わず、公務員の総人件費の抑制が求められて

いる状況にあっては、正職員以外でも対応可能な業務

については、非正規職員で対応するなど、非正規職員

の雇用は必要であると認識をいたしております。 

 一方、正職員による対応が必要な業務については、

毎年度の採用計画に基づき、正職員を確保していると

ころであります。 

 また、専門性が求められる職種についてであります

が、専門知識や経験の蓄積が求められる一方、人事の

硬直化を招かないよう留意する必要があるとも考えて

おります。 

 公務の公共性確保についても配慮しながら、人材配

置や雇用形態に工夫を重ねているところであり、特に

支障は起きていないものと認識いたしております。 

 次に、介護保険制度についてお答えをいたします。 

 まず、介護保険施設整備における「参酌標準」につ

いてでありますが、本年６月18日の閣議において、

「規制・制度改革に係る対処方針」が決定され、その

中のライフイノベーション分野において、「参酌標準

を撤廃し、第５期介護保険事業計画から、各都道府県

が地域の実情に応じて策定可能とする」とされ、平成

22年度中に検討、結論を得次第、措置することとされ

たところであります。 

 また、施設整備に係る国に対する要望についてであ

りますが、現行の施設整備に対する補助の充実を求め

ますほか、国、県の動向に注視し、介護保険者である

久慈広域連合が策定する次期介護保険事業計画の中で、

適切に対応、対処してまいりたいと考えております。 

 次に、後期高齢者医療制度についてお答えをいたし

ます。 

 去る８月20日に、国の「高齢者医療制度改革会議」

における中間報告が示されたところであり、現行制度

との違いといたしましては、高齢者も現役世代と同様

に、年齢で区分することなく、働き方に応じて加入先

を国民健康保険、または被用者保険に改変するとして

いるところであります。 

 一方、市町村が運営をいたします国保につきまして

は、将来的には全年齢を対象として、都道府県単位で

広域化するとしておりますが、当面は高齢者について

先行実施すること、給付については１割を高齢者の保

険料負担とし、残りを現役世代からの支援金と公費で

賄う仕組みを維持する方向性など、現行制度を踏襲し

つつ、新制度に移行する内容となっているところであ

ります。 

 次に、中小企業対策についてお答えをいたします。 

 中小企業憲章につきましては、現在我が国が直面し

ている厳しい経済的、社会的変化の中で、中小企業を

「経済活力の源泉」と位置づけ、政府の中小企業政策

の基本理念を盛り込んだものであり、本年６月に閣議

決定されたところであります。 

 憲章には、「中小企業の立場に立った経営支援」、

「人材の育成・確保」、「起業・新事業展開のしやす

い環境の整備」、「海外展開支援」などが、行動指針

として盛り込まれており、医療、介護、情報通信技術

関連分野など、中小企業の成長分野への進出を後押し

する制度づくりについても、明記されているところで

あります。 

 これまで、中小企業が地域の経済や暮らしを支えて
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きた実態を踏まえ、市といたしましても、中小企業憲

章の趣旨にかんがみ、関係機関と連携しながら、地域

経済及び雇用の重要な担い手である中小企業者の安定

的な経営を支援し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、夏井町小田橋の改修についてでありますが、

この橋は築後30年を経過し、橋げたと橋面が木材であ

りますことから、老朽化が著しく、その改修には多額

の工事費が見込まれますことから、抜本的改修は困難

であると考えております。今後におきましては、老朽

化した部分の補修等を行い、歩行者等の通行の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、市道寺里生平線の寺里側のり面の安全確保に

ついてでありますが、当該路線において、盛り土部の

舗装が一部沈下している箇所を確認いたしております。 

 今後、舗装の沈下や盛土法面の調査を行い、対応方

法について検討してまいりたいと考えております。 

 次に、台風シーズンを迎えての浸水危険箇所への対

応策についてでありますが、雨水排水対策は、さきの

政和会代表砂川議員にお答えいたしましたとおり、現

在、事業計画の認可を受けた15カ所のポンプ場のうち、

３カ所が供用開始されている状況となっております。 

 台風シーズンを迎え、当面の対策として、市内建設

業者７社と、「排水路排水作業機械借り上げ契約」を

締結し、浸水の危険性がある場合は、仮設排水ポンプ

の設置により対応をしてまいりたいと考えております。 

 次に、市民協働道路維持補修事業についてでありま

すが、この事業は平成18年度から実施しており、これ

まで多くの地区で側溝整備などを行ってきたところで

あり、今年度も、10地区で事業を展開しているところ

であります。 

 この事業は、各地域において、夏から秋にかけての

限られた期間の土日の作業になることが多く、地域住

民による作業の安全確保を図るための職員の支援体制

や、財政事情等を勘案しながら、検討してまいりたい

と考えております。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  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、

小野寺勝也議員の質問にお答えをいたします。 

 初に、非正規教師の正規教師化についてお答えを

いたします。 

 現在、市内小中学校には、産前産後休暇や育児休業

等にかかわる補充あるいは少人数指導等のさまざまな

加配で、講師として非正規教員が配置されております

が、正規教師化にかかわりましては、全国市町村教育

委員会連合会や全国都市教育長協議会を通し、国に対

して、要望をしてきてるところであります。今後も文

部科学省の「第８次教職員定数改善計画案」等も注視

しながら、引き続き要望してまいりたいと考えており

ます。 

 後に、砂鉄資料たたら館についてお答えをいたし

ます。 

 たたら館に保管されていた製鉄に関する資料は、平

成20年に久慈市に寄贈され、現在は、久慈市歴史民俗

資料室におきまして、展示、公開しているところであ

ります。今後ともこの資料室におきまして、製鉄に関

する展示、公開の充実を図っ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、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  鹿糠選挙管理委員会委員長。 

    〔選挙管理委員会委員長鹿糠孝三君登壇〕 

○選挙管理委員会委員長（鹿糠孝三君）  日本共産党

久慈市議団代表、小野寺勝也議員の国政選挙の改善に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 初に、無効投票の主な要因及び改善策についてで

ありますが、選挙区の無効投票数及び無効投票に占め

る割合は、候補者でない者等を記載したのが792票、

49％、白紙投票が387票、24％、雑事等を記載したも

のが395票、25％、また、比例代表にあっては、名簿

登載者でない者等を記載したものが524票、47％、白

紙投票が356票、32％、雑事等を記載したものが163票、

15％になっております。各選挙において、これら３要

因で９割以上を占めており、その中でも候補者でない

者等を記載したものが、約半数を占めております。 

 その改善策としては、啓発方法の工夫及び投票方法

の改善などが、今後の課題であると考えております。 

 次に、執行経費の当市の削減額と影響についてであ

りますが、さきの通常国会において、執行経費削減に

関する改正法案は廃案となっておりますので、参議院

選挙の執行経費は、従来の基準に基づいて算定される
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ものと考えているところであります。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問、関連質問を許しま

す。17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  それでは、再質問をいたし

ます。 

 まず 初にごみの環境組合への提案の問題について

お尋ねをいたします。 

 先ほどの答弁で、部長、いわゆる久慈ブロック、二

戸ブロック、広域化で15年間で、58億の削減になると

いう、さっきの質問者への答弁でしたよね。 

 そこで、実はそういう内容は、先ほど初めて知った

わけであります。そこで、いわゆるこのそれぞれが、

久慈ブロック、二戸ブロックそれぞれで単独でやった

場合、そして今自治体になっている広域化での、その

違いが58億の削減になるということだろうと思うんで

すが、これは、58億っていう大変な数字、しかも15年

間ということですよね。 

 で、そこで、これは資料も含めて、ぜひ提示をして、

検討させていただきたい、いうのが第１点。 

 第２点は、それに関わるんですが、このいわゆる収

集、運搬経費をプールした場合の試算が、準備会の資

料で出ていますね。いわゆる均等割１割、重量割９割

でやっていると、運搬経費がですね。収集運搬経費が、

久慈市の場合、年間で現行のこれは１億800万から、

あっ、失礼しました。5,997万6,000円からですね。

プール制にした場合には１億800万に、4,800万も増え

るという、そういう資料も出されています。 

 これは、年間1年当たりですから、こういう点もぜ

ひ議会にも資料として提示していただかないと、吟味、

検討もできないわけですよ。その点を求めたいという

ふうに思います。 

 それから、この２点目ですが、結局先ほど末﨑副市

長が言われた、このダイオキシン対策で24時間稼動す

るんだと、連続稼動なんだと、これが新規事業にとっ

て大事なんだということを言われました。 

 ところが、これ、私が持っている資料が古いのかど

うかわかりませんけど、将来見通しと施設整備概算事

業費、21年の８月、準備協議会で出した資料を見ます

と、稼動の開始２年目平成31年、ごみが、久慈から二

戸、全部集めても100トンを割るんですよ。日常100ト

ンを燃やして、連続稼動でダイオキシン対策するんだ

という前提が、稼動開始２年目から崩れるという問題

について、これは、この計画が量としても、量として

も、こういう計画は、まさに認められないのではない

かと思うんですが、お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 それから、公務の公共性の確保の問題であります。 

 業務量が、多様になる国、県の対応等もあって、臨

時職員での対応する業務も必要になってくると。 

 これは裏を返せば、市長、言葉を変えれば、臨時職

員の対応なくして、久慈市の市の業務が、そのものが

成り立たないということの裏返しになりませんか。 

 ですからやはり、これは、今にわかにということに

はなかなかいかない点もあろうかと思いますが、やは

り、身分保障ですね、これはきちっとやっぱり将来に

わたって、改善を加えていくということがどうしても

必要ではないでしょうか。 

 それから、支障がないということで言いましたので、

２点目。保育士。 

 先ほど言いましたように、保育園によっては、正職

員が１名しかいないという保育所が圧倒ですよね。そ

うすると、私は具体的に内容的にはわかりませんけど

も、いわゆる保育園には、バラ組さんとか、チューリ

プ組さんとかいろいろ、いわゆる組担当ですか。そう

いう保育士が必要ですよね。その部所に臨時職員が対

応しているということも当然あると思うんですね。こ

れをもっても、支障がないと言えますか。 

 それから、３点目。やはり、保育士もそうですし、

あるいは技術者、各種相談員、経験の蓄積が大事なわ

けですよね。しかも今、世相を反映して、児童相談と

か年金相談とか、いろいろ相談内容も多岐にわたり、

件数も増えてきているのではないでしょうか。そうい

うことからすれば、３年とか10年で切られて、経験が

蓄積されないという実態をもってしても、本当にこれ

でいいんでしょうか。いかがでしょう。お聞かせくだ

さい。 

 それから、後期高齢者医療制度、答弁いただきまし

たけど、いわゆる国保に加入した人が、依然として65

歳になるのか75歳になるのかわかりませんけども、年

齢で区切るっていうのは、残っているんですよね。そ

して別勘定にすると。 

 結局、今の後期高齢者医療制度の 大の問題は、こ
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こにあったわけですよ。年齢で区切ると、別勘定にす

ると。やっぱりこれを、残したままでは、新制度とは

言えないと思うんですが、お考えを再度お聞かせをい

ただきます。 

 それから、土木行政で、市長、あの市民協働事業で

すね。行政と市民が協力して、身近な道路を整備をし

ていくと。これは、自治意識を育てることにもなるし

結構な事業だと思うんです。そしてまた、要望も大変

強い。26あった中で、着手するのは10カ所だけだと。

半分以下だと、ちょっと気の毒な面もありますよね。 

 これは、期間の問題もありましたし、財政の問題も

ありましょう。これは、ぜひ、この市民要望に応える

べく、予算規模から言っても過大な要求まではならな

いと思うんですよね。努力の範疇ではないでしょうか。

ぜひ、再検討をお願いしたいと思います。 

 教育長、答弁いただきました。どうでしょう、教育

委員会のいわゆるたたら館へのその思いといいますか、

これまで市民の人たちが立ち上げてやって、そして先

般寄贈して、市に、お願いするという流れになってき

ているんですが。このたたら館という看板っていいま

すか、それがなくなったことへの寂しさといいますか、

それが、結構、関係者はもとより、あるように思いま

す。 

 そういう点では、やっぱりあの施設を利用しながら

も、どういう形になるかあれですけども、やっぱり、

たたら館っていいますか、その名称、名称っていうか、

復活をして、何とか地方の歴史に思いもはせるという

ことも大事ではないでしょうか。お聞かせをいただき

たいと思います。 

 それから、選挙問題。この答弁いただきましたんで

すが、実は、あれなんですよ。県内の中で9.37％てい

うのは、莫大に大きいんですよね。断トツなんですよ

ね。市段階ではね、２％、３％ですよ。久慈は9.何ぼ

でしょ。その次に多いところでも５％ですよね。9.37

ですか、ずば抜けて多い。 

 この問題は、やっぱり有権者、投票した人は、どう

だこうだということよりも、やっぱり投票しに来てる

わけですから、その人の投票、その善意、意思が、生

かされるような方途を講ずるっていうのは、やっぱり

行政の責任ではないでしょうか。 

 その点で、以前も私言ったのですが、投票方法で、

投票用紙を、選挙区の投票と比例代表の投票、２枚を

渡すときは説明しますよ。でも、１回で渡すんでしょ

う。そうすると、なかなか独特の雰囲気があって緊張

もしますし、間違って書いてしまうような記述もあろ

うかと思うんです。 

 そういう点では、投票方法でこれは選挙区の候補者

を書いていただく投票用紙ですと、そして投票してい

ただく。そして２回目に、今度は比例代表の投票用紙

ですと、政党名と、個人でもいいのか、いうふうに説

明をして、ああ、衆参制度違いますから、２回に分け

てやらないと、なかなかこれの改善にはならないので

はないのではないでしょうか。 

 この点で、以前に質問したときはスペースの問題と

言われましたよ。しかし、久慈だけでしょうか、ス

ペースが狭い施設がないというのは。恐らく、よその

自治体でも、学校なり公民館なり使って、それぞれ手

狭なスペースでも苦労しながら、何とか投票、その意

思が生かされるような努力をなさってると思うんです

よ。やっぱりそこが一つの眼目じゃないんでしょうか。

その点についての改善方についての考え方をお聞かせ

ください。 

○副議長（濱欠明宏君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからは、非正規

職員に係るご質問にお答えしたいと思います。 

 初めに、考え方といたしまして、私ら自治体経営す

る立場といたしまして、通常の会社経営等であれば株

主等に対する責任とかそういうことでしょうけれども、

私らの自治体経営の場合、あくまでも私どもが運営し

ているものは、税金、皆様からお預かりしている税金

によって経営しているっていうことを常に念頭に置か

なければならないと思っております。そこで、例えば、

平成21年の４月の総務省からの通知を若干引用させて

いただきますけれども、基本的には各地方公共団体に

おいては、組織において 適と考える任用、勤務形態

の人員構成を実現することにより、 小のコストで

も効果的な行政サービスの提供を行うことが重要であ

ると、まあ、国の考え方が当然と言えば当然の考え方

も示されております。 

 したがいまして、まず１点目の身分保障、それから

改善についての考え方はということでございますけれ

ども、いずれ身分保障につきましては、３番目に指摘

を受けました経験の蓄積等もあわせまして、いずれこ

れについては市長からご答弁申し上げましたとおり、
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人事の硬直化とかそういうものを招きますと、いずれ

これは公共性の確保にはならないものと考えておりま

す。久慈市におきましても、過去におきまして、臨時

職員、これについて、例えば５年とか、７年、８年と

かそういう時代もございました。このときにおきまし

て、いわゆるライン部門においてもそうですけれども、

いずれいわゆる係長とか、課長とかそういうふうな方

よりも経験を積んでいる、いわゆる臨時職員とか非正

規職員の方がいらっしゃって、非常につらいときもあ

ったと、そういうことから、いずれある程度は期間を

設定せざるを得ないと、そういうこともあった時代も

ございます。 

 それから、今の現代におきましては非常に行政ニー

ズも多様化してございます。議員ご存じのとおり、例

えば介護保険制度等、各種制度においても専門性、資

格、これを必要な職員、これについていろんな分野で

固定化されてきております。これらについても、実は、

人事のほうでも非常に、いわゆる公共性の確保の観点

から、いずれ人事異動等について、こういうふうな観

点からしづらくなってきているなと、そういうのも一

つの弊害であると感じております。 

 これらのことから、いずれある程度の非正規雇用人

の方についても必要性はやっぱり考えなきゃならんと

思ってますし、それから、先ほど申し上げました21年

４月の総務省の通達なんかにおきますと、ある程度の

非正規職員のいわゆる賃金とか、身分の関係のこれら

についても目安を示されております。 

 久慈市の場合におきましては、臨時職員とかそれか

ら嘱託職員、これらは総じてこれは基準は上回ってい

る状態でございます。正規職員におきましては、議員

ご存じのとおり、久慈市の正規職員のラスパイレスは

県内でも 下位のほうに、下位のほうのグループに属

しております。 

 したがいまして、これらにつきましては、目指すと

ころは同じだと思うんですけれども、いずれ住民福祉

のために、バランスのとれた勤務形態、いろんな工夫

を重ねながら、いずれやっていかなきゃならんと、そ

ういうふうに考えております。 

 それから二つ目に、保育士等を例に出されましたけ

れども、ご指摘の場所は恐らく僻地保育所、これらの

ことなんですけれども、これについきましては１名と

いうことはございません。正規職員１名に臨時職員１

名とか、用務員とかを置いているんですけれども、ご

承知のとおり、実は５名にも満たないような保育所も

ございます。これにつきましては、私らもいつもビー

バイシーばっかりしゃべるつもりはございませんけれ

ども、いずれ地域にとって重要な施設であるっていう

のは重々承知しておりますが、そこに例えば正規職員

２名とか、そういうようなことについては非常につら

いと、あくまでも正規職員１名に、その正規職員が時

間休とか休暇をとる場合とか、まあそういうふうなと

きの場合の補完的な措置としてもう１名というふうな

格好で置いてますし、それからそれ以外にも子育て支

援課のほうには、保育士については待機させてる状態

でございます。 

 以上、このような時代でございますので、職員形態

につきましても、雇用形態につきましてもいろんな工

夫重ねないと、住民にとって望まれるようなサービス

の向上ができないものだと考えておりますので、今後

ともよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  岩手北部広域環境組

合の質問にお答え申し上げます。 

 まず 初に、施設集約等の数字といいますか、それ

らの資料の提示をというお話でございますが、 初に

市長が答弁で申し上げておりますとおり、今後ごみの

減量化や資源化に取り組んでまいります。その状況に

よって、この施設建設規模等が明らかになってくるも

のでございまして、今後不確定要素や流動的な部分も

ありますので、資料の提出については見合わせたいと

考えております。 

 それから、収集プールの件でございますが、議員さ

んからは数字を上げて4,800万ほどの増になるという

ような資料があるというお話をいただきましたが、こ

の収集運搬については、各市町村間で費用面、サービ

ス面で大きな差があるということで、今後費用負担の

あり方、収集委託業者への発注方法を統一する上での

条件整理等、詳細について今後議論を重ねていくんだ

ということで、この21年の11月の市町村会議で決定が

なされているところでございまして、これについての

資料の提供についても今後のことでございますので、

提出については勘弁願いたいと思います。 

 それから、ダイオキシン対策についてでございます。
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100トンを割り込んだ場合の対応ということでござい

ます。今現段階においては、平成32年に100トンにす

るんだという計画を立てておりますけれども、今後施

設規模を決定するために、さまざまな減量化計画を進

めてまいりますので、その推移を見てこの施設規模が

決定になっていくものというふうに考えております。 

 それから、後期高齢者医療の見直しでも、年齢で区

切るのは新制度としてどうなのかということでござい

ますが、現在報告されているのは中間報告でございま

すので、今後国においてさまざまな角度からこの議論

がなされ、決定がされるものと考えておりますので、

今後国の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  市民協働の事業に関ってご

質問いただきました。市長からもご答弁申し上げたわ

けでありますけれども、この市民協働に関っては、と

にかく要望が高い事業ということで私たちも認識して

ございます。で、22年度は、26件の申請をいただきま

した。その全部を担当係のほうで現地を確認をして、

直営でやれる部分、それから市民協働でやれる部分、

そういった事業の内容を確認してあります。で、今回

採択されたものが10件ということでございました。 

 直営でやる部分については、道路改良等で発生する

アスファルトの切削材、こういったものをストックし

て、それでもって直営で当たっているわけであります

けれども、そういった事業の見極めというものも職員

のほうでやっております。 

 その事業が決定するのは、７月以降になってしまい

ます。どうしても現場等を確認しながらのことであり

ますので、そうなると、どうしても土曜日、日曜日の

事業ということになってまいりまして、職員がそれに

対して全部かかわり合いながらやっていかなきゃなら

ないと、そういったこともあって、おおむね10件程度

が現況の中では妥当なところであるというふうに判断

してございます。ただ、予算的な部分、これについて

は１件当たり50万、合わせて500万という予算で執行

しておりますけれども、やはり事業の内容等について

は今後また財政当局のほうとも相談しながら、検討し

てまいりたいとは思っておりますけれども、職員体制

から見てまいりますと、現行の事業内容がベターとい

うふうにとらえております。 

 以上であります。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  たたら製鉄に関しての資料

提示等についてのお答え申し上げたいと思いますが、

小野寺議員さん、先ほどおっしゃることについては、

私も重々よく理解できます。 

 久慈地方の砂鉄の歴史、これはたたら製鉄としての

全盛時代がずっとあったわけでございまして、それら

の製鉄の技術っていうのは、古くから明治のころまで

ずっと引き継いできたと。で、大正時代になってから、

さらにその変遷を繰り返して、しかも、その当市の発

展に寄与していただいた川崎製鉄までにつながるわけ

でございまして、こうしたさまざまな思いを関係する

方々があるということについてもよくよくわかるとこ

ろでございます。 

 先ほどの、答弁の中で、私はこの資料室の中でさら

にこの展示、公開の充実を図っていきたいというふう

にお答え申し上げました。これは、いわゆる私自身こ

の地域をよく知る、そしてこの郷土の歴史っていうこ

とを後世に伝えていくということは本当に大事なこと

でございますから、そういった意味で、今の施設の中

で、改めてこのたたら製鉄の歴史そのものをまずは地

域の人たちによく知らしめるために、施設そのものが

どういったものが展示されているのだとか、さまざま、

中に入らなくてもわかるような状態、そしてもう一つ

はできればこのたたらの歴史が今よりもさらに充実で

きるような、もう少し展示の方法等も工夫していかな

きゃいけないんだろうなって思ってございます。ただ、

ことしの６月の議会で予算化をお願いしているわけで

ございますが、これも今の民俗資料室でございますけ

れども、耐震化が必要でございます。これらの整備等

が終わった時点でいろいろと、今いろいろ申し上げま

したことについては改めてまた検討を加えていきたい

というふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  勝田選挙管理委員会事務局

長。 

○選挙管理委員会事務局長（勝田恒男君）  選挙管理

委員会の無効投票が多いことに関しての再質問にお答

えをいたします。 

 無効投票を少なくするために、投票を２回に分けて

投票させたらどうかというご意見でございます。これ



－55－ 

については、議員もおっしゃっておりましたが、ス

ペースの関係、それから従事者の関係、そういったこ

とでこれまで60カ所のうち２カ所でしか実施をしてお

りません。ただ、今回のこういった状況を受けまして、

再度、選挙管理委員会として、そういった投票方法に

ついて検討してみ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。 

○副議長（濱欠明宏君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  時間もあれですから、２点

お聞かせください。 

 中居部長、環境組合、さっきの質問者の答弁でいわ

ゆる広域化によって、15年間で58億の経費の節減にな

るんだということは、検討した結果こういう数字が出

てきてるんでしょう。少なくとも、これからやるやつ

はいいですよ、じゃあ、当然計画ですからね。この久

慈地区、二戸地区それぞれで単独でやった場合と、広

域化でやった場合の15年間の違いと言えば、58億の節

減になるんだと、それの対比だけを示してください。

資料をつけてですね。 

 それから、市民協働について、直営での決め方。同

時に、去年やっていただいて、そしていわゆる継続に

なってるとこもあるんですよね。それがことしもやっ

てもらえるもんだと思って、継続だと、それが残念な

がらならなかったという事例も小久慈のほうでありま

したよね。やっぱりそういう点ではどうでしょう。継

続、やっぱりこれは、考えてしかるべきではないでし

ょうか。いかかでしょう。 

 以上、２点。 

○副議長（濱欠明宏君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  今、市民協働の継続事業が

どうにかならないかということであります。確かに、

昨年までこの要望が多くて、新しくできた希望があっ

たところを優先しながらやってきた経緯がございます。

ただ、まあしかし、継続の中でも２年、３年で終わる

というふうな見込みのあるもの、そういったものにつ

いては今年度から採択をしようということで、例えば

でありますけれども、昨年に引き続き実施するのが三

崎地区のですね事業については、昨年から引き続き今

年度も採択したところでございます。いずれ、早く完

了できる見込みのある、そういった市民協働事業につ

いては、継続も含めて検討したいというふうに、今年

度からやってございます。 

 以上であります。 

○副議長（濱欠明宏君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  再度の資料提供のご

質問にお答え申し上げます。所定の手続きを踏んで提

供申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  何点か質問します。 

 第１点のこの土木事業のほうで、小田橋の件につい

ては、補修をしていきたいという答弁でございました。

地域の方にあっても、やはり、中山間のときにやれな

かったというのは、自分にとってはやっぱり申しわけ

ないというふうな思いがあるんですね。まあ、不在地

主の関係ではないかなと思うんです。ただ、今現在あ

の地域で生活している、どうしても生活道として使っ

ているということから、現状私も行って、まあ私の体

重でまだ渡れますから、それにしてもだいぶ桁ってい

うか、上の部分が、腐ってきていると。現場見たら、

何ですか、こんな太いので渡してますから、あの辺は

また専門家が見ればどうかわかりませんけど、素人が

見てまだ使えるかなという感じに見えたんですけれど

も、また、いずれ、上板は、だいぶ腐敗しているとい

う状況にありますので、これ、早急に、考えてほしい

な。これ、来年という話でなくて、やっぱり日常使っ

てますんで、これはぜひ年内、できれば年内というこ

とを含めて、検討をいただきたいですが、お聞かせ願

いたいと思います。 

 それともう１点、いわゆる広域農道、寺里生平線で

すが、まあ、見事にですね、法面側の路盤ですよ。路

盤がこんな形で法面側に、こうひびが入っているんで

すよ。ちょうど、大きなカーブを曲がって、またこう

直線に入る、そのところが非常に法面が高くて、そう

いう状況になっております。で、私、見に行ったとこ

ろ、やっぱり路線で寺里側で３カ所そういうひび割れ

が入っております。 

 したがって、さっきも小野寺議員のほうから出たと

おり、もう31年経過しております。そういった意味で

言えば、どういう検査なりが必要なのか、どういう点

検になるかわかりません。ただ、今いわゆる橋梁の点

検にすでに計画して入ってますよね。橋の点検につい

て、それに併せた感じで道路の法面、路盤がゆがんで

る状況の法面についても、やっぱり調査をきちんとし
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ていくのが大事だというふうに思いますが、まあ、調

査して行うという答弁いただきましたけど、これも、

早急にお願いしたいと。特に感じるのは、今、雨が、

いわゆる集中豪雨的に50ミリ、80ミリ降ったりするで

しょう。まあ、そういったときにかなり影響が出るの

かなというふうな感じを受けていましたので、そうい

った意味では、調査と対応、早急な調査と対応をお願

いしたいと思います。 

 もう１点は、この非正規の職員の問題で、仕事その

ものには支障が起きてないということで、支障を来さ

ないという答弁があったのですが、例えば、保育園で

非正規が７割を超えているときに、その時点では確か

に起きてないかもしれない。しかし、子どもに対する

影響っていうのは、やっぱりそのほかに出てくるわけ

で、そういった意味では、子育てのところ、まあ１対

１とかあるいは少ない保育士に対して何人か少ない子

どもを見ていく、そういった中での現場の中で、それ

がすぐ出ないかもしれないけど、しかし長い時間の中

で出てくる可能性があるということから言えば、今時

点そういったことを感じてないかもしれませんがそう

いったことが起きてくる可能性があると、まあ市長は

施政方針演述の中では、ひと輝くまちをつくっていく

んだということを言いますが、まさに、やっぱり市役

所の中に、非正規がどんどん増えていく中で、やはり

賃金格差が出ているわけですよ、実際。 

 ヨーロッパは、パートだろうが、正規だろうが、非

正規だろうが、賃金格差はないんですよね。これすご

いことだと思うんです、私は。そういった意味では、

先ほどの質問の中でも、正職員にはボーナスが出ると、

非正規なりパートには少しは出てる場合はありますけ

ども、ほとんどスズメの涙という状況にあります。ま

さに、同じ仕事をしているわけであります。非正規だ

ろうが、正規だろうが現場で同じ仕事をしている。し

かし、結果として、給料をいただくときに、片一方は

ボーナスがどんと出ると、あとは出ないという状況。

しかも、まさにワーキングプアというと、200万、年

収がいかないという部分が出てきているという状況が

あるわけで、そういった意味では、その点で言えば、

久慈市だけでそれは確かに改善できるもんではないけ

れども、しかし、これだけ多くの非正規が出ている中

で、そういう格差が出るという現状があったとすれば、

それはやっぱりそのところから、輝くどころか、輝き

は出てこないし、その格差からは、マイナスの方向と

いうのが大きいのではないかというふうに思うんで、

そういった改善を図る努力は私はすべきではないかと

思うのですが、お聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  非正規職員に関って、ご

質問再度賜りました。 

 まず、支障が出てないということで、子どもに対す

る影響ということで、少ない中でっていうふうな要旨

だったんですけれども、これはよく教育委員会のほう

でご答弁申し上げています少人数学級じゃなくて、子

どもさんが少ない中での影響ですと、逆に議員さんが

保育の統合をして、いっぱい子どもさんでっていうよ

うな話ではないと思うんですけれども。 

    〔発言する者あり〕 

○総務部長（菅原慶一君）  少ない中での将来の影響

でってことでお話ございましたけど、そうではないわ

けですよね。ええ、あの質問要旨、はい、失礼しまし

た。 

 そういうことでございますけれども、少ない子ども

さんに対する影響、今現実的には、先ほど小野寺議員

に対する答弁でもご答弁申し上げましたけれども、保

育園の中では、保育士が１名のところはほぼマンツー

マン体制みたいなもう実態でございます。具体的な箇

所を申し上げませんけども、ご存じかと思います。そ

ういうふうな中で、私どもが逆に懸念しているのが、

これがいいか悪いかは別といたしまして、いわゆる小

中学校における少人数学級、いわゆる本当に１人、２

人でこれで集団生活に、社会に対して将来どうなのか

なという、それは保育園の中では懸念していると伺っ

ております。 

 そういうことから、ただし、保育園につきましては、

かねてからこちらのほうでご答弁申し上げてますのは、

保育園についてはただの保育施設でないと、地域にお

ける一つのコミュニティセンターの役割も持っており

ますので、それについては、慎重に対応してまいりた

いというふうなご答弁を重ねて申し上げておりますの

で、その辺等考えながら、いずれそれに対する対応は

とっていきたいと。しかしながら、これまた小野寺議

員に申しましたとおり、私どもで運営している運営費

につきましては、すべて皆様からお預かりしている税

金でございます。無尽蔵にお金を使えると思っていま



－57－ 

せんので、これについてはその辺のバランスを見なが

ら、配置、これらについてを考えてまいりたいという

ふうに、ご答弁を申し上げてるつもりでございます。 

 それから、賃金格差、ヨーロッパの話、これは多分

フィンランドの話だと思うんですけれども、賃金格差

がない、これは社会構造、それから歴史の違いではな

いかと考えております。それらを引用してのお話って

のは、ちょっと私どもの実態と若干無理があるのかな

というふうに感じさせていただきましたけれども、い

ずれ先ほども申し上げましたとおり、賃金を含め、い

ずれ待遇改善については、私ども国の指針等よりは、

嘱託館長は若干低いんですけれども、それらを除いて

非常勤職員、それから臨時職員の賃金等も割と、まあ

これも比較論ではございますけれども、割と頑張って

るつもりではございます。いずれにしても、一緒に働

いている仲間でございますので、これについては一緒

になって考えてはいかなければならないというふうな

気持ちはもちろんございます。 

 そういうことで、いろんないい方法はないか、これ

についてはずっとこれかも頭をひねってまいりたいと、

そういうふうに思っております。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  土木行政に関って、小田橋

の改修っていいますかね、補修に関ってご質問をいた

だきました。市長からもご答弁申し上げましたとおり、

かなり朽ちくしている状況でございますし、その橋も

確認してございます。いずれ通行に支障がないような

形でこの橋の補修をしたいと思っております。事業で

はちょっとできない、今早急にできないと思っており

ますので、維持補修のほうで、早急に補修をしてまい

りたいというふうに思っております。 

 それから、広域農道に関ってのアスファルトのひび

が入ってるような部分、陥没している部分であります

が、確かにここも確認してございます。ちょうど、寺

里、あそこは公葬地のあたりですね。それから、ヘア

ピンカーブの上下のところ、確認してございます。そ

ういった道路の陥没している路線っていうのはそこだ

けじゃなくて、道路のパトロールの中で全部ではない

ですけれど確認しております。市長からもご答弁申し

上げましたように、いずれ盛り土の法面がどのような

状況になっているのか、そういった部分、秋以降、草

木が枯れてから、そういった部分、時期を見て現場を

また再度確認しながら、どういった方法で対応してい

いのか、そういったことを含めて検討してまいりたい

というふうに思っております。 

 それから、先ほど小野寺議員のご質問で、市民協働

の継続事業の質問をいただきました。私、答弁の中で

三崎地区というお話を申し上げましたが、久喜地区の

間違いでございました。訂正をしておわびを申し上げ

たいと思います。 

 以上であります。 

○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  菅原部長、私の言い方がまず

くて、見当違いの答弁だったんですけれども、例えば

保母さんの場合は11カ月働いて１カ月休みありますよ

ね。そうすると子どもさんにとっては非常に不安なん

ですよ。きのうまでいた先生が、違う先生くるでしょ。

そういった状況が、やっぱり子どもに対する影響が大

きいのではないかというふうに思うと。やっぱり非正

規の状況と正規の職員の配置というのは、そういった

意味でも、本当に今すぐその場では影響は見えないか

もしれない。しかし、そういったことが出てくると思

う。それから、先ほどの小学校の少人数化とはまた違

いますので、30人学級についてはもう成果は出てます

から、それと混同させる答弁ではなくて、幼児教育の

面での私、申し上げましたのでお聞かせいただきたい

と思います。 

 それから、焼却、岩手北部環境組合の関係ですが、

これは国の補助基準があって、日量たしか100トン以

上でないと補助対象にしないというのがたしかあった

と思うんですよ。今回その補助基準に沿った形で日量

100トンという計画でできていると。この点では、国

に対して日量50トンでも、補助対象にしてほしいとい

う要求を、要望を国にすべきではないかというふうに

思うんですが、そうしますと、これから、努力して減

量したと、減量して70、50になったときに、そのとき

に補助金ありませんよということになれば困るわけで

すから、国が言う100トンということについて、やは

りそれ以下のものでも国の補助制度を認めてほしいと

いうことを要望していただきたいんですがいかがでし

ょうか。 

 それから、市民協働の関係で、今、答弁あったとこ

ろですけど、新規については毎年５月なり６月なり出
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させますよね、たしか。そして、７月に決定します。 

 初計画書が出たときに、この現場は何年かかって

というふうに出すんです確か。３年かかりますとか、

２年かかりますとか。そのときに、ことしから継続は

やるというふうに出たんですが、以前は継続案件は１

年はねるような答弁があったんですよね。そういった

意味で継続案件が、案件としての件がことし新設だっ

たと、そうすると必ず３年間かかるんだといったとき

にその継続案件について言えば、年内に、対応するな

りして考えて、継続案件についてはもう乗っけると、

そして新規は新規で、10件は10件といった形でやっぱ

りやっていかないと、支障が出るというふうに思うん

で、いつも 初の事業計画を出したときの計画に沿っ

た形のやり方。そして、今言ったように、継続案件に

ついて言えば、１期、２期、３期、例えば、ことし１

期、来年２期の場合は、秋のうちに、やっぱり計画を

出させて取り組んでいくと。新規については、５月な

ら５月に出してもらうっていう形でいくと、非常に地

元としてもやはりいいと、継続必ずしてもらえるんだ

というと、やっぱり非常に地元の対応も、しやすくな

ると思うので、ひとつその点のご検討をいただきたい

と思いますがいかがでしょうか。 

○副議長（濱欠明宏君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ちょっと誤解して申しわ

けありませんでした。まず、保育園の例でございます

けれども、小野寺議員にもご答弁申し上げましたとお

り、基本的には担任は正職員、正保母です。それで、

１人体制じゃあいかんということで、それで臨時職員

の方も１名配置しますとご答弁申し上げてるところで

ございます。 

 したがいまして、１年間のうち担任から子どもさん

が離れるということは、基本的に想定してございませ

ん。これは、常設、僻地、児童館すべてでございます。 

 それから、臨時職員につきましても、これにつきま

してはすべて有資格者でございますし、その辺につい

てはご存じのことと思います。 

 また、昨年来保育士につきましては、いずれは正職

員の退職者分、これについては補充しているものでご

ざいます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  継続事業、市民協働の事業

の継続事業、これについては当該年度のうちに決定を

して、新年度では、新しい箇所だけの申請をというふ

うな形、まあ、そういった趣旨のお話でございますが、

いずれ私どもといたしますれば、当該年度で実施をし

て、その後、後年度で、どの年数でもって工事が完了

するか、そういった見込みも立てるわけでございます。

全体の予算が今、500万ということで推移しておるわ

けでありますけれども、そういった全体の予算の中で

どの程度やっていけるか、そういったものを踏まえて

いかなければならないというふうに思っております。 

 いずれその選考の方法等については、内部とも検討

はいたしますけれども、もちろん基本的には早く終わ

れるものについては早く完了させて、新たなところに

事業を展開していくと、そういった方向でもって動い

てはまいりたいというふうに思ってはおりますので、

もう少し内部で検討させていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○副議長（濱欠明宏君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  岩手北部広域環境組

合の地域循環型社会形成推進地域計画についてでござ

いますが、この計画は、交付金の根拠となる計画であ

りまして、この施設規模の縮小を図って交付金が減少

となる計画変更については、比較的に容易であり可能

であるということで伺っているところでございます。 

 しかし、途中で建設規模を拡大して、この交付金の

増額をするような計画変更については、困難であると

いうことを伺っているところでございまして、このよ

うなことから、現段階におきましては、この計画のま

まで減量化に取り組んで、施設規模については、構成

市町村と検討を進めながら、今後の状況、推移を見な

がら、施設規模については検討されていくものという

ように考えているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○副議長（濱欠明宏君）  以上で本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれで散会します。 

    午後４時09分   散会   
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