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    午前10時00分   開議   

○議長（宮澤憲司君）  ただいまから本日の会議を開

きます。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（宮澤憲司君）  日程第１、一般質問を行いま

す。 

 順次質問を許します。新政会代表、澤里富雄君。 

    〔新政会代表澤里富雄君登壇〕 

○12番（澤里富雄君）  おはようございます。私は、

第25回久慈市議会定例会において新政会を代表して、

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。 

 第１の質問は、石油貯蔵施設立地対策等交付金につ

いて、久慈市に国家石油備蓄が立地し、石油貯蔵施設

立地対策費が交付され、消防車両をはじめ、消防設備

が充実しておりますが、平成22年度における立地対策

交付金を活用した整備実績についてお伺いをいたしま

す。 

 第２の質問は、フランクリン市訪問の成果について、

本市と米国フランクリン市が姉妹都市となって50年、

これまで積み重ねてきた交流をさらに深め、未来につ

なげるために訪問事業が行われましたが、その成果に

ついてお伺いをいたします。 

 第３の質問は、地上デジタル放送について、地上デ

ジタル放送が来年７月から本格的にスタートします。

山間部等共同での受信アンテナを設置しなければ視聴

できない地域があり、そのための負担金が大きな問題

になっております。そこで、施設設置助成のあり方に

ついてお伺いいたします。 

 第４の質問は、市民バスについて、市民バス「のる
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ねっとＫＵＪＩ」の現在の運行計画は、今年度までの

３年間、平均乗車密度が５人未満の場合、廃止を含め

て見直すとのことですが、運行状況と今後の課題につ

いてお伺いいたします。 

 第５の質問は、市民満足度アンケート結果について、

本年６月に実施された市民満足度アンケートの結果が

10月にまとめられました。平成18年度から進められて

いる久慈市総合計画の前半が終わる今年度までの施策

を市民から満足度、重要度という形で集約し分析した

ものと思いますが、次年度より始まる久慈市総合計画

後期基本計画にどのように反映されているのかお伺い

をいたします。 

 第６の質問は、防災行政について３点お伺いいたし

ます。 

 １点目は、総合防災ハザードマップについて、久慈

市は三陸海岸に面し、また、急峻な山に囲まれており、

津波、洪水、土砂災害の発生の危険が県内でも高い地

域であります。作成にかかわるワークショップが開催

されておりますが、総合防災ハザードマップ作成のタ

イムスケジュールについてお伺いをいたします。 

 ２点目は、津波防災について、毎年県に重要事項と

して要望している久慈湾諏訪下地区及び久喜地区に設

置されている海岸線、水門の改善見通しについてお伺

いをいたします。 

 ３点目は、自主防災組織について、高い確率で発生

が予測されている宮城県や岩手県沖地震、近年多発す

るゲリラ豪雨等の被害に備え、市内各地域に自主防災

組織が結成されていますが、県内各自治体の結成状況

を見ると、当市は格段に低い組織率であります。特に、

外海に面している当市は大きな津波被害などが想定さ

れる中、自主防災組織の重要性が叫ばれておりますが、

現在の組織状況と今後の組織化に向けた取り組みにつ

いてお伺いをいたします。 

 第７の質問は、インフルエンザワクチン接種につい

て、インフルエンザ発症が心配されますが、昨年度は

新型インフルエンザのワクチンが足りずに大きな社会

問題となりました。今年度のインフルエンザ対策と市

内におけるインフルエンザワクチン接種の状況と今後

の対応についてお伺いをいたします。 

 第８の質問は、農業振興について２点お伺いいたし

ます。 

 １点目は、宇部川地区圃場整備について、平成23年

度までに現況調査及び整備計画を策定し、専門業者の

選定と現地調査に入るとのことでしたが、菅首相は環

太平洋連携協定、いわゆるＴＰＰへの協議入りを表明

し、本県のような農業県にとってはＴＰＰは農業崩壊

を招きかねない脅威となっており、助成金等の減額が

心配され、宇部川地区圃場整備の取り組みが危惧され

ますが、進捗状況と今後の展望をどのようにとらえて

いるのかお伺いをいたします。 

 ２点目は、戸別所得補償制度についてお伺いいたし

ます。 

 政府は、今年度から食料自給率の向上と農家の所得

を確保するための施策を開始いたしました。水田農家

を対象に生産コストと販売額の差額を支給する戸別所

得補償制度が実施されましたが、当市における米生産

農家該当者戸数と申請者戸数、さらに所得補償額を詳

細にお伺いいたします。 

 第９の質問は、いわて森のトレーについてお伺いい

たします。 

 いわて森のトレー生産協同組合の損害賠償訴訟で敗

訴し、控訴を断念しましたが、補助金、裁判費用を含

め約15億円を県、市、組合の３者で負担しなければな

らないわけですが、現実的には組合に支払い能力がな

いと言われておりますが、今後の対応をどのように対

処するのかお伺いをいたします。 

 第10の質問は、海産物の管理について、市場に水揚

げされた漁業生産物が適正に管理され、販売されてい

るかお伺いをいたします。 

 第11の質問は、久慈秋まつりについてお伺いいたし

ます。 

 ことしの秋まつりは、出店の場所変更やバス、大型

車の迂回、桟敷席の設置等運営方法が変わりましたが、

成果と今後の課題についてお伺いいたします。 

 第12の質問は、土木行政、国道整備について、国道

45号宇部地区登坂車線工事が進められておりますが、

進捗状況をお伺いいたします。また、宇部、芦ケ沢間

の歩道が整備されない区間がありますが、その進捗状

況についてもお伺いをいたします。 

 次に、市道整備について２点お伺いいたします。 

 １点目は、滝ノ沢小路線の改良工事が着工されてお

りますが、地区民は一日も早い完成を望むわけですが、

進捗状況をお伺いいたします。 

 ２点目は、広美町海岸線の延伸の予定について、下
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長内旭町線、いわゆる病院線ですが、本年度末に完成

が見込まれており、この路線工事が完了後に広美町海

岸線の延伸工事が進められると思いますが、地権者へ

の説明も始まり、本格着工に向けて前進しているもの

と思いますが、現在の進捗状況と今後の予定について

お伺いいたします。 

 第13の質問は、教育行政について３点お伺いをいた

します。 

 １点目は、学校再編について、学校再編基本方針に

基づき、第１期が本年度で終わり、来年度から第２期

の再編が進むわけですが、これまでの成果と今後の取

り組み状況をお伺いいたします。 

 ２点目は、野球場建設について、平成28年岩手国体

軟式野球競技を迎えるに当たり新野球場建設の進捗状

況をお伺いいたします。 

 ３点目は、小中学校のトイレの水洗化について、当

市における小中学校のトイレの水洗化をすべきと思い

ますが、考えをお伺いいたします。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  新政会代表、澤里富雄議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、石油貯蔵施設立地対策等交付金についてお

答えをいたします。 

 当交付金は、国家地下石油備蓄基地の立地に伴う消

防力の増強や防災道路の整備など、地元市町村への財

政負担の軽減とともに、地域福祉の向上を目的に制度

化されたものであります。市といたしましては、救急

及び消防車両の更新、防火水槽の設置、安全装備品の

購入など、主として消防施設等の整備に係る財源とし

て有効に活用してきたところであります。 

 平成22年度の整備についてのお尋ねでありますが、

避難誘導灯３基、消防ポンプ自動車１台、小型動力ポ

ンプ付積載車３台、防火水槽３基の整備などを進めて

いるところであります。 

 次に、フランクリン市訪問の成果についてお答えを

いたします。 

 フランクリン市との姉妹都市締結50周年記念訪問事

業につきましては、諸般の報告でも申し上げましたと

おり、フランクリン市民との交流を深め、今後さらな

る友情のきずなを確認することができたことにより、

所期の目的が達成されたものと考えております。 

 特にも、ホームステイなどによる両市民の思い出深

い交流は、市民一人ひとりの視野を広げ、国際感覚を

身につけ、さらには久慈市の魅力の再認識にもつなが

ったものと考えております。 

 次に、地上デジタル放送についてお答えをいたしま

す。 

 国では、地上デジタル放送難視聴地区において地上

デジタル放送を受信するために共同受信施設を設置す

る場合、その整備費用の３分の２を補助しているとこ

ろであります。 

 残る３分の１につきましては、共聴組合の負担とな

るところでありますが、これに対し、ＮＨＫでは１世

帯7,000円を超える負担に対して、10万円に加入世帯

数を乗じて得た額もしくは100万円のいずれか高い額

を上限に経費助成しております。 

 また、これに加えまして当市におきましては、ＮＨ

Ｋからの助成後においても、なお１世帯当たりの負担

が7,000円を超える場合には20万円を限度に助成を行

い、１世帯当たりの負担軽減を図っているところであ

ります。 

 いずれにいたしましても、明年７月24日の地デジへ

の移行が円滑にいくよう新たな難視聴地域の解消に努

めてまいる考えであります。 

 次に、市民バス「のるねっとＫＵＪＩ」についてお

答えをいたします。 

 平成20年４月から６方面11路線で運行しております

市民バスの運行状況についてでありますが、その利用

者数は、平成20年度が８万1,250人、平成21年度が７

万7,588人で、比較をいたしますと、3,662人、4.5％

の減となっております。 

 平成22年度においても利用者の減少傾向は続いてお

り、平成20年と平成22年の４月から７月までの利用者

数を比較いたしますと、平成20年が２万7,893人、平

成22年が２万5,159人であり、2,734人、9.8％の減と

なっております。 

 今後も利用者の減少と運行経費の増嵩という運行継

続には厳しい現実がありますが、利用実態に即した運

行形態や運行経路となるよう努めながら、公共交通機

関としての役割を果たしてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、市民満足度アンケート結果についてお答えを
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いたします。 

 市民満足度アンケートは、久慈市総合計画後期基本

計画の策定に当たり、今後の市政運営の一助とするた

め、無作為で抽出した2,000人の市民を対象に実施し

たものであり、575人、回収率は28.8％となるもので

ありますが、市民から回答があったところであります。 

 このアンケートの実施によりまして、市民が重要と

考えている事項、必要と考えている事項等について、

それぞれ傾向を把握できたものととらえており、これ

らの市民の声も参考にしながら、後期基本計画に基づ

く実施計画の策定の際に留意し、今後の市政運営に当

たってまいりたいと考えております。 

 次に、防災行政についてお答えをいたします。 

 まず、総合防災ハザードマップのタイムスケジュー

ルについてでありますが、本年10月30日から11月21日

までの期間において、当市を４地区に分けて開催した

地域住民などの参加によるワークショップが終了した

ところであります。 

 今後につきましては、平成23年３月までに業務を完

了させ、住民の方々が円滑かつ迅速な避難行動をとる

ために必要な情報を提供すること及び災害への日ごろ

の備えや心構えなどの防災意識の啓発を図るため、全

戸配布する予定といたしております。 

 次に、津波防災についてでありますが、ご指摘の諏

訪下地区及び久喜地区海岸線の水門と陸閘は、現在、

人力で開閉操作を行う方式となっているところであり

ます。 

 この水門等の開閉操作は、施設管理者であります岩

手県から委託を受け、消防団員が開閉操作を行ってお

りますが、大型の門扉で非常に重く、設置箇所数も多

い現状となっております。 

 水門等の改善につきましては、遠隔化により迅速な

対応が可能となり、市民の生命及び財産を守るために

は、緊急性及び必要性が高く、喫緊の課題であると認

識いたしているところであります。 

 今後、引き続き県に対し、強く要望をしてまいりた

いと考えております。 

 次に、自主防災組織についてでありますが、現在の

市内における組織状況は、６行政区で構成をされてお

ります自主防災会連合会が１組織、また、自主防災会

が２組織結成されているところであります。 

 自主防災組織は、平常時においては防災知識の普及

啓発や防災訓練を行い、災害時には、住民の避難誘導

や負傷者の救出救護などを行うものでありますが、現

在、自主防災組織の中では、防災意識を深めるととも

に、災害対応ができる知識と技術を習得するために、

毎年継続して総合防災訓練を実施している組織もござ

います。 

 今後の取り組みにつきましては、県から地域の実情

を踏まえた柔軟な組織づくりについて、組織の形態が

示されましたことを踏まえまして、さきに災害時要援

護者名簿の共有について、市と協定を締結した町内会

などに説明を行い、組織化に向け鋭意取り組んでまい

りたいと考えております。 

 次に、インフルエンザワクチン接種についてお答え

をいたします。 

 本年10月から始まりましたワクチン接種の状況であ

りますが、市内医療機関における10月末現在の接種件

数は1,594件で、昨年同月の382件と比較し、大幅な増

となったところであります。 

 これは、昨年の流行を経験し、市民のインフルエン

ザ予防に対する関心が高まったことによるものととら

えております。 

 また、予防接種費用に対する助成を昨年に引き続き

実施しており、対象者には個別に通知を行うとともに、

12月１日の区長配布におきまして、インフルエンザ予

防のための啓発用チラシを全世帯へ配布したところで

あります。 

 今後の対応についてでありますが、久慈保健所・市

教育委員会等関係機関との連絡を密にし、市内の感染

状況を注視しながら、適切に対応してまいりたいと考

えております。 

 次に、農業振興についてお答えをいたします。 

 まず、宇部川地区圃場整備の進捗状況についてであ

りますが、県単調査計画事業は、現況調査及び地形図

作成に着手しており、平成25年度国庫補助事業新規採

択を目指したいと、「県北広域振興局農政部農村整備

室」から伺っているところであります。 

 これまでの取り組みといたしましては、今後の営農

についての意向を把握するため、受益予定者を対象に

アンケート調査を８月に実施し、結果が集計されてい

るところであります。また、11月には集落営農の参考

とするための先進地研修及びアンケート調査結果と今

後のスケジュールについての地元説明会が行われたと
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ころであります。 

 市といたしましては、今後におきましても、県、あ

るいは野田村と連携を図り、事業促進に努めてまいり

たいと考えております。 

 次に、戸別所得補償制度についてでありますが、米

戸別所得補償モデル事業の対象となる農家戸数は664

戸であり、そのうち613戸が加入申請を行っておりま

す。 

 また、本事業による交付額は、まだ未確定でありま

すが、10アール当たり１万5,000円が交付されます定

額部分を試算いたしましたところ、交付額は約4,200

万円と見込んでいるところであります。 

 なお、米価変動に対応し交付されます変動部分の交

付額は、平成23年１月までの販売価格をもとに算定さ

れますために、現時点では試算できませんので、ご了

承願います。 

 次に、いわて森のトレーについてお答えをいたしま

す。 

 平成16年３月に提訴した損害賠償請求訴訟は、本年

９月17日に原告の請求棄却という判決を受け、いわて

森のトレー生産協同組合・岩手県・弁護士と判決内容

を精査し、対応を協議した結果、これを覆すだけの新

たな証拠提出が困難であり、控訴審での勝算が見込め

ないことから、控訴断念の判断に至ったところであり

ます。 

 判決後、今日まで岩手県・弁護士・金融団との意見

交換や組合の財産状況、債務整理の方針等を確認して

いるところであります。 

 今後は組合の資産や債権・債務の整理状況、補助金

返還資力の有無などを見きわめ、未収金債権の回収に

向けて全力で取り組んでまいる所存であります。 

 次に、海産物の管理についてお答えをいたします。 

 市営魚市場に水揚げされた水産物の管理体制につい

てでありますが、水揚げされた水産物の管理は８人体

制で行われ、殺菌した海水や氷により鮮度を保ち、選

別、計量してから仕切書を発行し、水産物の区分に応

じて、競り売りまたは入札の方法で売買取引されてい

るところであります。 

 なお、卸売により生じた残品の売買や卸売業者と買

い受け人との契約締結に基づき、水産物の売買をする

などの相対取引が行われる場合もございます。 

 次に、久慈秋まつりについてお答えをいたします。 

 参加する山車８組がすべて手づくりとなり３年目を

向かえ、まさに地域を挙げての取り組みとなった今年

の秋まつりは、前夜祭を含めた４日間で９万2,000人

と前年に比較し3,000人の増加となったところであり

ます。 

 ことしは久慈警察署をはじめ、ＪＲバス東北や県北

バス、市民バスからの協力をいただき、長年の懸案で

ありました秋まつり交通規制区間に係る全車両通行止

めが実現したところであり、まつり参加者、さらには

見物客の安全確保が図られたものと考えております。

また、観客が見やすいように露店の出店場所を変更し

たことや桟敷席の設置により、回遊性が増すとともに、

秋まつりを存分に堪能していただけたものととらえて

おり、今後ますます誘客の推進が図られるものと確信

をいたしております。 

 なお、課題についてでありますが、一例を申し上げ

ますと、中日においても山車を見たいとの声もありま

すことから、今後、山車運行部会等により検討してま

いりたいと実行委員会から伺っているところでありま

す。 

 次に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、国道45号宇部地区の登坂車線工事及び歩道整

備の進捗状況についてでありますが、登坂車線と北の

越から野田峠間の歩道整備については来年度を、また、

野田峠から芦ケ沢間の歩道整備については今年度内の

完成を目指し、鋭意取り組んでいると、三陸国道事務

所から伺っているところであります。 

 なお、これら工事の全体進捗率は、今年度末で、事

業費ベースで約90％に及ぶとも伺っているところであ

りますが、市といたしましては早期の完成が図られる

よう、引き続き要望してまいりたいと考えております。 

 次に、市道滝ノ沢小路線の改良工事の進捗状況につ

いてでありますが、昨年度事業着手し、全体延長約

560メートルの測量と約50メートルの改良舗装工事を

実施したところであります。 

 今年度も引き続き改良舗装工事を実施中であり、今

後におきましても財政状況等を勘案しながら、順次整

備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、都市計画道路広美町海岸線の延伸についてで

ありますが、現在、長内町ロイヤルパークカワサキ付

近の都市計画道路下長内旭町線の交差部から久慈ニ

ューホテル付近の国道281号交差部までの420メートル
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の概略設計を進めております。来年度以降、社会資本

整備総合交付金事業の認可を経て詳細設計や用地買収、

工事等順次事業を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で、新政会代表、澤里富雄議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  新政会代表、澤里富雄議員

の教育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 初に、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月に学校再編

の基本計画を策定し、再編対象小中学校の保護者や地

域の方々に説明会及び懇談会を行ってきたところであ

ります。 

 平成20年度から22年度までの第１期の対象校は、麦

生小中学校が平成21年４月に、枝成沢小学校が平成22

年４月に統合し、侍浜小学校角柄分校につきましては、

現在、地区内で検討していると伺っており、また、山

根小中学校につきましては、山根小学校の耐震化工事

の完了を待って具体的な方向性を見出してまいりたい

と考えているところでありますが、早期再編が図られ

るよう進めてまいりたいと考えております。 

 平成23年度から25年度までの第２期対象校につきま

しては、日野沢小学校が平成23年４月の統合が９月定

例市議会で決定いただいたところでありますが、さら

に繋小学校につきましても、平成23年４月に統合した

いことから、本定例市議会に「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。 

 また、小国小学校、霜畑小学校、戸呂町小学校、荷

軽部小学校につきましては、去る11月18日に山形町内

の再編対象校としている各学校のＰＴＡの代表の方々

等の懇談会において、平成24年４月の再編を提案し、

それぞれの地区でのご検討をお願いしているところで

あります。 

 夏井小学校、小袖小学校、宇部中学校、三崎中学校

につきましては、改めて地域の方々とのコンセンスを

得ながら、再編の方向性を見出してまいりたいと考え

ております。 

 今後も保護者及び地域の方々との懇談を行い、子供

の教育環境の整備を第一として、地域コミュニティと

のかかわり等も含め総合的な見地で基本方針に基づい

た再編に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、野球場建設についてでありますが、本年10月、

野球場建設の可否を判断するための基本調査を専門業

者に委託したところであります。 

 その調査の中で、候補地６カ所の現地調査等を実施

し、自然条件や社会条件の整理と概算事業費の積算を

行っているところであり、年明けの１月中には調査結

果が得られる見込みとなっております。 

 後に、小中学校のトイレの水洗化についてお答え

をいたします。 

 現在、水洗化となっている小中学校は17校であり、

また、10校は、簡易水洗式便器を使用しております。

残りの３校は水洗化となっておりません。 

 快適性、衛生面のみならず、環境保全の立場からも

整備の必要性は認識しているところでありますが、今

後の整備につきましては、公共下水道等の進捗に合わ

せ、計画的に水洗化を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上で、新政会代表、澤里富雄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。

12番澤里富雄君。 

○12番（澤里富雄君）  それでは、何点か再質問させ

ていただきます。 

 まず、質問項目の１の石油貯蔵施設立地対策交付金

についてでありますけども、この立地対策交付金の年

間の交付額というのがどれくらいになっているのか、

また、この交付額は一定であるのか、しかも何年まで

ずっと続くのか、その辺お伺いしたいと思います。ま

た、使途については、先ほどるるお話がありましたけ

ども、この使途について制限があるのかどうかお伺い

をいたします。 

 それから、３のデジタル放送ですけども、これは来

年の７月からデジタル放送が始まるわけですけども、

国民は等しく視聴できるような状況が必要だと思うん

ですけども、きょう私は宇部地区だけに限ってお聞き

したいと思うんですけども、宇部地区の難視聴地域が

ありますけども、何地区ぐらいととらえているのかお

伺いをいたします。 

 また、共同受信とした場合、先ほどの答弁で、３分

の２が補助で、そして、組合が３分の１を持つと、た

だし7,000円を超える場合はＮＨＫが助成というよう
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なご答弁をいただきましたけども、共同アンテナとし

た場合、維持費もかかるわけですよね。この維持費に

対しての補助というのは考えていないのかどうかお伺

いをいたします。 

 それから次に、市民バスについてでありますけども、

軒並み乗車率が落ちているというようなご答弁があり

ました。率直にお聞きしますけども、見直しによりも

う３カ月しかないわけですけども、見直しによる廃止

が予想される路線があるのかどうか、あるのであれば、

廃止になった場合の路線への対応をどのように考えて

いるのかお伺いをいたします。 

 それから次に、質問項目の６の防災行政について、

総合防災ハザードマップについてでありますけども、

４地区に分けてワークショップが終わっているという

ことで、来年の３月に完成の予定とのことですけども、

総額費用はどれくらいかかるのか、以前にお伺いした

とき、多額の費用を要するというようなご答弁をいた

だいた経緯がありますけども、どれくらいかかってい

るか、多額の費用を要するということでありますから、

せっかく高いお金をかけてつくったマップであります

ので、配布しただけでなく、より認識をしていただく

ためにも各地域に出向きまして危険箇所、あるいは避

難場所、避難経路等、確認、訓練まですることによっ

て、より効果が上がると思いますが、その考えについ

てお伺いをいたします。 

 それから、８の農業振興の宇部川地区の圃場整備に

ついてでありますけども、この圃場整備は単なる水田

整備にとどまらず、基盤整備事業で、地域にもたらす

波及効果というのは非常に高いものがあると思います

けども、先ほど市のほうでも積極的に推進するという

ことでありましたが、より強く推進していただきます

よう、再度お伺いをしたいと思います。 

 それから、11の秋まつりについてでありますけども、

９万2,000人、3,000人ほど昨年より増加したというご

答弁がありました。この中で、桟敷席も設けられたわ

けですけども、この桟敷席ですけども、北日本銀行の

交差点の信号のところで、前後に看板があります。 

 したがって、山車のからくりといいますか、上下左

右に広げる仕掛けがあるわけですけども、信号とか看

板のためにあそこは全開しないまま通過してしまうと

いうような状況がありました。非常に有料の一等席で

見ているけども、後姿しか見れなかったというような

意見があったようですけども、一等席の桟敷席であり

ますけども、山車が全開になるような場所に設置する

配慮が必要ではないかなと思いますけども、考えをお

伺いいたします。 

 それから、12の国道整備についてでありますけども、

登坂車線工事区間に北の越川の上流が流れております

けども、登坂車線で幅員を広げた場合、この川が埋ま

る心配があるわけですけども、これはどのような工法

で工事が進められるのかお伺いをいたします。 

 それから、市道整備ですけども、滝ノ沢小路線560

メーター測量調査が行われたと、ことし50メーター整

備が行われているということでありますが、これは地

域は砕石大型ダンプの通る道でありますので、地域の

方々は一日も早い完成を望んでいるわけですけども、

完成年度はいつごろ予定しているのかお伺いをいたし

ます。 

 それから、教育長、教育委員会にお伺いいたします

けども、まず 初に、学校再編についてでありますけ

ども、23年から25年、第２期の再編が来年から始まる

わけですけども、この再編対象校として宇部中と三崎

中の再編方針が出されておりますけども、これまで何

回か説明会が行われたものと思いますけども、この説

明会の状況、それから、今後の展望をどのようにとら

えているのかお伺いをいたします。 

 それから、野球場の建設ですけども、先ほどの答弁

で６カ所の候補地が上げられ、調査対象となっている

ということでありますけども、この６カ所はどこどこ

であるのかお伺いをしたいと思います。 

 また、この野球場建設にかかわって新政会では、去

る10月に所管事項調査で秋田県の大館市の樹海ドーム

を視察してきましたけども、地元産の杉を利用した世

界 大級の木造ドームでありましたけども、これは野

球のみならずサッカー、あるいはテニス、それから、

陸上、あとは展示会とかコンサート等、それから、保

育園の運動会とか、そういった形で多目的に利用され

て、天候に左右されないために年間の利用率が100％

に近い状況、21年度は２日間しか稼働しない日がなか

ったというような非常にすばらしい経済効果のある野

球場でありましたけども、当市においても近隣市町村

と同じ、例えば、種市、野田にも立派な球場がござい

ます。これらと同じような野球場をつくっても余り意

味がないのかなと思うんですけども、ドーム型の多目
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的運動場を建設すべきと思いますが、考えをお伺いい

たします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからは４点目に

ご質問いただきましたハザードマップにつきましてご

答弁申し上げたいと思います。 

 これにつきましては308万7,000円の金額をもって業

務委託して、今業務を進めているものでございます。

ご指摘のとおり、３月までに業務を完了しまして、来

年の４月に１万5,000部程度作成いたしまして、各世

帯、それから、小中高、保育園、病院等に配布を予定

しているものでございますが、いずれこれはご指摘の

とおり、つくって、それで終わりというものではもち

ろんございません。議員もワークショップでいろいろ

ご参加いただきまして、いろいろやってきたんですが、

いずれこれはあくまでも出発点ととらえております。 

 また、出発点につきましても避難所とか避難路それ

から、いろんなのが入るわけですけれども、これにつ

きましても毎年防災計画の見直しをもって、それに逐

一そういうふうなものについても是正していかなけれ

ばならないと、そういうふうに思っていますし、それ

でいずれ世帯の各市民の皆様方にも自分のところがま

ずどういうふうな状況にあるのか、これを確認してい

ただくために今回は作成して配布しようとするもので

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）  私のほうからはデジ

タル放送と市民バスの運行についてお答え申し上げた

いと思います。 

 まず、デジタル放送の関係でございますが、宇部地

区での難視聴地域数は何地区かということでのご質問

でございましたが、これについては、現在のところ宇

部町地内については11の地区で共同受信をしたいとい

うふうなことで申し入れがあるというふうにとらえて

おるところでございます。 

 それから、共同受信施設にかかわるこれからの今後

の維持費の助成関係のご質問をちょうだいいたしまし

たけれども、今ここの時点では維持費関係については、

助成の制度の構築については考えていないところでご

ざいます。 

 次に、市民バスの廃止路線の関係でございますが、

市民バスを運行する際に定めました交通確保対策基本

方針という中で、議員ご指摘のとおり、存廃基準とい

う考え方も示させていただいております。 

 ただ、これにのっとったわけではございませんが、

利用実態等を踏まえまして、現在のところ来年度以降

につきましては、純粋には２路線の廃止を考えている

ところでございます。そのほかに路線を統合しての運

行ということも考えております。また、そのほかに加

えまして１路線についてはデマンドの運行を考えてい

る路線もあるということで、総計今11路線あるわけで

すが、来年度以降は７路線で運行したいというような

考え方を持っているところでございます。 

 それから、廃止予定路線に対する対応ということで

ございましたけれども、これについては、一つは、川

崎町循環線が対象になっておりますが、これについて

はほかの路線の運行を延長して対応するというふうな

考え方を持っておりますし、滝線も廃止路線として予

定しておりますが、これについては、現在利用してい

る利用者が通学児童ということでございますので、こ

れについてはスクールタクシーでの対応を考えている

ところでございます。そのほかに滝地区を通る路線に

ついては、山根地区から参ります山根線の運行充実を

図るということで対応し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）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  宇部川地区圃場整備推

進について、より強く促進すべきとのことでございま

した。この事業は圃場整備のみならず、道路等の地域

基盤を整備するものでございます。先ほど市長からお

答えいたしましたとおり、アンケート調査の回答率は

90％と高い数字で、地域が望んでいる事業と私はとら

えておりますことから、県、野田村とさらに連携を図

って促進してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  石油貯蔵施設立

地対策等交付金のお尋ねでございましたが、まず 初

に、本年度の交付金の額ということでございますが、

約6,690万円ということでございます。 

 また、その額については一定の額であるのかという
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ことでございますが、そもそも額につきましては県の

ほうで決定をされることになっておりますが、これま

で配分を受けた額につきましては一定額で推移をして

いるところでございます。 

 また、使途についてですが、この交付金の対象事業

となるものは、道路や都市公園、あるいは医療施設、

社会福祉施設、それから、消防関連施設という主なこ

ういった施設に充てられるものでございますが、考え

方につきましては大変広く使用できる交付金というふ

うに考えております。 

 それから、この交付金についてはずっと続くのかと

いうことでございますが、特段、現在では時限的にい

つまでかということでは聞いてございません。 

 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、私からは

秋まつりについてのご質問にお答えをさせていただき

ます。 

 議員のほうから桟敷席の設置場所についてのご質問

がございました。また、今年度初めて桟敷席を設置す

るということで取り組みをしたところでございまして、

結果として議員さんからもお話ありましたように、看

板等そういった部分で山車の全容が見れないというよ

うな声も私も多少聞いてございます。今後来年度に向

けまして秋まつり実行委員会等で十分検討をして、今

後桟敷席等の設置場所等についても検討してまいりた

いと考えておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  土木行政につきまして２点

ご質問をいただきました。 

 まず、第１点目の国道45号の宇部地区の登坂車線に

かかわっての工事についてでありますが、今現在、準

用河川の北の越川、これの護岸工事を優先して工事を

しているところでございます。現在、流れている川を

一部切り替えまして、一沢コンクリートさんの側のほ

うに少し寄せていくと、そこで民地になっております

ので、ほぼ民地の所有者の方とこれから協議をしてい

くところでございますけれども、河道についてはブロ

ック積みとか、コンクリートで覆われるというふうに

なっております。 

 ただ、法面については切り土の整形をした上で、植

生保護といいますか、そういったことで対応できるか

どうかということでも、いろいろと協議を重ねてまい

りたいというふうに伺ってございます。 

 それから、第２点目の滝ノ沢小路線についてであり

ますが、この路線につきましては議員おっしゃるとお

り、大型車両の交通が頻繁な路線だというふうに認識

をしております。全体の事業延長が560メートルと、

事業費につきましては4,500万ほど現在検討してござ

いますけれども、この事業につきましては純単事業で、

現在取り組んでおります。他の事業等のかかわりもご

ざいますけれども、いずれ事業の完了年度をここで明

示することはできませんけれども、いずれ全体の予算

等を見ながら、その工事の完了に向けて鋭意取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  まず、学校再編について

のご質問にお答えいたしたいと思いますが、宇部中学

校と三崎中学校の学校再編について、その説明会の状

況と、それから、今後の展望ということでございまし

た。 

 まず、説明会につきましては、平成20年の７月、８

月にかけて宇部中と三崎中にお伺いして、保護者を対

象に説明会を行っております。その中で、いろいろと

ご意見をいただいたわけでございますが、そこで一番

の話題といいますか、問題になったのが統合先、お互

い三崎中、あるいは宇部中が統合するということ以外

の統合先等も可能性として考えられないのかとか、い

ろいろなご意見が出されたところでございます。 

 また、統合に至るといいますか、その生徒数がまだ

そこまで減ってはいないのではないかというふうな意

見も出されたところでございますので、いずれにいた

しましても、今後地域にまたお伺いをいたしまして、

地域の方々のご意見をお伺いして、今後の方向性等を

見出してまいりたいと考えております。 

 それから、野球場の建設にかかわって多目的運動場

というようなことは考えられないかということで、秋

田の樹海ドームの例をいただきましたけれども、まず

教育委員会といたしましては、現在、野球場が急務だ

と考えておりますので、現在は教育委員会といたしま

しては野球場の早期に建設に向けて努力してまいりた
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いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  野球場についてもう一点、

６カ所の候補地は具体的にどこかといったご質問がご

ざいましたが、これについては、先ほどご答弁申し上

げましたように、現在、その６カ所について調査を進

めている 中でございます。それで、これについては

そういったまだ候補地としての調査でございまして、

野球場を建設するかどうかを決めるための参考として

の調査でございますので、具体的な候補地まではまだ

公表というか、お話できるような状況ではございませ

んので、ご了解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）  ただいま国道45号の登坂車

線の整備のご質問にかかわっての答弁で、「準用河川、

北の越川」と私発言申し上げました。「普通河川、北

の越川」でありますので、ご訂正いただきたいと思い

ます。大変申しわけありません。 

○議長（宮澤憲司君）  12番澤里富雄君。 

○12番（澤里富雄君）  いろいろ答弁ありがとうござ

います。再々度お伺いしたいと思いますけども、質問

項目１の立地対策交付金についてでありますけども、

これは使途については幅広く使えるというように受け

とめましたけども、消防屯所の建設に対する補助金で

すけども、これが現在、限度額が200万ですけども、

今各部落に消防車両が配置になっておりますけども、

それぞれの部落、あるいは地域で屯所が建てられてい

るのが現状であります。ただし、 近厳しい社会情勢

の中で、地元だけで資金を集めるのは大変な状況にあ

ります。そこで、この対策交付金等を利用した補助金

を増額できないものかどうかお伺いいたします。 

 それと、同じようなことになりますけども、修理費

ですか、 近消防車両が更新になりますと、非常に車

体が大きくなっております。特に高さ、現存の屯所に

入らないような状況がままあります。こういった場合、

修理をしなければならない、それから、古い屯所、こ

ういったのは修繕しなければならないというようなこ

とがあるわけですけども、この場合の上限がたしか20

万ということだったようなんですけども、これらの増

額ができないのかどうか、お伺いをいたします。 

 それから次に、宇部地区の圃場整備についてであり

ますけども、基盤整備にかかわってですけども、以前

にも私は申し上げましたけども、新たな道路は難しい

というような答弁をいただいておりますけども、国道

45号から基盤整備にかかわって野田村の工業高校、秋

田地区に向けた道路整備ができないものかどうかお伺

いをしたいと思います。 

 それから、国道の歩道整備にかかわってであります

けども、宇部町の４号橋、この歩道が未整備の状態に

なっております。この歩道の整備は行われるのか、と

いいますのは、これから冬季期間になって歩道の雪か

きをするわけですけども、除雪機がぎりぎりのような

状況にありますので、この整備がなされるのかどうか、

そしてまた、この４号橋は非常に狭隘でありまして、

大型自動車がすれ違いに大変苦慮している状況があり

ますので、この拡幅工事もいつごろ行われるのかお伺

いをいたします。 

 それから、学校再編ですけども、小規模校の教育の

優位性を説く意見もまま聞かれますけども、地区民の

大人の意見で再編がされているような気がしますけど

も、再編になって子供たちは大きい学校に行くのに希

望もあり、あるいは不安もあると思うんですけども、

大きい学校に移った子供たちの意見というのも大切だ

と思うんですけども、この思いをとらえたことがある

のかどうかお伺いをいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  澤里議員にお願いしますけれ

ども、答弁時間を考慮しながら質問をしていただきた

いんですけども、よろしくお願いします。 

○12番（澤里富雄君）  はい。以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  消防にかかわってでござ

いますので、私のほうから答弁させていただきます。 

 いわゆる石油備蓄交付金、石備交付金につきまして

は、これは確かに、先ほど菊池部長のほうからご答弁

申し上げましたとおり、いわゆる消防団詰所として対

象項目の中には掲載がございます。 

 しかしながら、石備交付金事業と申しますのは、市

町村直接事業でなければならないことになっておりま

す。 

 したがいまして、交付金を用いまして補助金として、

また、他団体に支出することはできないということに

なります。したがいまして、これは石備交付金を用い

まして、いわゆる補助金、屯所の整備補助金に活用は
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できません。 

 それから、修繕費の20万の増額を含めまして、屯所

のどうしても建設補助金が足りないとかそういうふう

な話、９月議会でも議論をいただきました。それで、

今現在として、その後私ども内部でも検討いたしまし

たが、９月のいずれ市長からご答弁申し上げましたと

おり、公平性の観点のもとに慎重にこれは対応してい

かなければならないと、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）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  宇部川地区圃場整備に

かかわって国道45号から工業校までの道路を整備すべ

きではないかということでございましたが、今後の圃

場整備事業の促進の中で検討されるべきものと考えて

ございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  宇部４号橋の歩道の拡幅整

備ということでありますが、これにつきましては用地

問題、用地の交渉がまだ継続中であるというふうに聞

いてございます。地権者の意向であります立ち木の保

全といいますか、そういった部分で、まだ交渉が難航

しているということで伺ってございますが、その着工

時期については、まだ未定であるというふうに伺って

おります。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  学校再編にかかわりまし

て、大人たちの意見だけじゃなくて、子供の意見も聞

くべきだと、聞いたことがあるのかというご質問でご

ざいましたが、これまでに統合した中で、一つの例を

申し上げれば、霜畑中学校の統合の際には子供たちか

らのアンケートをとりまして、それを参考にしたとい

う実例もございますし、必要に応じて子供たちの意見

も聞いておりますが、今後におきましても、その必要

性等を検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ３番上山昭彦君。 

○３番（上山昭彦君）  それでは、澤里議員の質問に

関連いたしまして質問させていただきます。 

 初めに、まず質問項目の５番目と６番目の（３）の

２点について関連質問をさせていただきます。 

 一つ目は、５番目の市民満足度アンケート結果につ

いてでございます。 

 ご答弁によりますと、2,000人対象で28.8％が回答

したというようなことでございます。後期基本計画に

向けましては、市民の意見が大いに反映されているも

のと思っております。そこで、市民満足度アンケート

結果報告書を改めて見てみますと、市民の皆様2,000

名にアンケートを郵送して回答していただいたという

ことで、28.8％は575人ということでございます。少

し客観的にこう見てみますと、全市民から見ますと、

少し少ないような感じにも思います。昨今はこのよう

なアンケートはなかなか集まりにくいという状況のよ

うではございますけども、幾らぐらいの回収率を考え

ておられたのか、そして、どのようなアンケート結果

がどのような計画に反映されていくのかというところ

をお伺いいたします。 

 また、回答をいただいた年代を見てみますと、60代

以上で48.5％と、半数近くになります。職業では無職

というお答えが28.7％ということになります。 近の

雇用情勢とか、回答者の年代から考えますと、この数

字も無理がないようにも映りますが、それと久慈市の

人口ピラミッドを見ますと、20代から徐々に70代にか

けて多く分布するようになっていますので、無作為抽

出ということでしたので、年代が高い市民へアンケー

トが多く配布されたということにはなるようにもうか

がえます。ご年配の方々の意見は当然必要ですけれど

も、これから久慈市を担うという若い方々の意見も多

く反映される基本計画であってほしいと思います。そ

のためには20代から40代までの市民の意見も数多く収

集する必要性もあると思いますけれども、若い人のア

ンケート回収率を増加させる手法についての考えをお

伺いいたします。 

 二つ目としまして、質問項目の６番目、防災行政に

ついての（３）自主防災組織についてでございます。 

 ご答弁いただきました内容ですと、６行政区を含め

て３組織が組織化されているようでございます。自主

防災組織は私が言うまでもなく、予想される被害をで

きるだけ軽減させるような活動である予防的活動、そ

して、地域防災力の体制と状態を準備する活動を行い

ます。いざ災害時には、地域の災害を小さくするため、

初期消火とか救出、避難誘導等を行うことが役割とな
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ります。久慈市の防災組織の状況を県のまとめのほう

で見ますと、25.7％ということで、これは本年４月１

日現在ですけれども、13市ありますが、その中では

下位、一番下ということであります。町村を含めまし

ても、下から３番目という組織率が相当に悪いようで

す。さらに言えば、海に面している自治体で、自主防

災組織が結成されていないのは久慈市の一部分である

というふうにも言われております。 

 このような状況の中で、大規模な災害が発生した場

合、多種多様な被害が想定されます。自治体や警察、

消防とか、防災関係機関だけでは到底十分な対処がで

きないと考えられます。久慈市総合計画の後期基本計

画の素案の中にも、自主防災組織機材整備補助事業が

前期に引き続き盛り込まれているようでもありますし、

早期に自主防災組織の結成を促進しまして万が一の災

害に備えるべきと考えますが、いつごろの時期までに

どれぐらいの組織率を目指したいのか、考えがあれば

ご所見をお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  報道等によりますと、い

ろいろな数字出して、それから、その後のコメントも

また再度新聞等で報道になったところでございます。

これは、県の組織率と申しますのは結構新聞等でも

100％とか、そういうふうに報道されましたけれども、

これは実は県のほうでまとめておりますのは消防の自

主防災組織、これは私らはすぐ自主防災組織といいま

すと、町内会とか行政単位、それを想定するわけです

けれども、県の組織率と申しますのはそれだけはござ

いません。いわゆる今回の報道で一番大きかったのが、

婦人消防協力隊、これが非常に大きかったです。 

 それで、近隣の市町村におきましても100％と出て

いるところでも、実質の町内会等の自主防災組織はな

い自治体もございます。婦人消防に全行政区が入って

いるということで100％、それで実際に、例えば、こ

とし、去年のような幸町の防災訓練、自主訓練とか、

そういうふうなことをやった実績は全くございません。

他市町村のことをとやかく言うことはございませんけ

れども、いずれ私どもの自主防災組織への考え方とし

て、今議員がくしくもご指摘あったように、実際の災

害のときに動かなければ自主防災組織とは言えないと

思っています。 

 したがいまして、名前だけの自主防では意味がない

と、そういうふうに考えているところでございます。

したがいまして、今現在、私どもで理想としています

のは、ちょっと幸町さんみたいにしっかりやっていた

だければすばらしいことだと思っているんですけれど

も、いわゆる伝達訓練から消火訓練、救助訓練、これ

らまで町内会の一人ひとりの方が身につけていただく、

このようなのが本当の自主防だと思っています。 

 それで、しからずんばということで、今現在、この

議会明けにもまた新たに大きな地区にも入ってご説明

申し上げるところですけれども、いずれそのようなこ

とを目標にやっていって、そして、あくまでも私ども

の場合は現実的に動ける町内会を主体とした自主防災

組織を考えていきたいと、そういうふうに思っている

ところです。 

 それで、議員さんがご指摘のとおり、まず海岸線と

いうふうなお話ですけれども、いずれ並行いたしまし

て災害時の要援護者台帳、これもやっていますので、

これらとかワークショップなんかで説明いたしました

けれども、いずれいろんな機会をとらえて、いずれ町

内会のほうに入っていきたいと、それでいつまでにど

のぐらいという数値目標は設定しておりませんけれど

も、いずれ一日でも早くそういうふうな現実的に動け

る自主防災組織、婦人消防協力隊を云々というつもり

は全くございませんけれども、いずれ町内会単位で、

隣近所が助け合えるような本当に動ける自主防災組織

の実現をやってまいりたいと、そのように考えている

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）  市民満足度アンケー

トの関係でご答弁申し上げたいと思います。 

 アンケートを実施する上で、私どものほうは2,000

人をコンピューターで無作為抽出したところでござい

まして、その段階で年代別の割合を定めておけば、い

ろいろなこともまた別な意味で、いろんな意向を抽出

できた、意向を把握できたんじゃないかなということ

も反省材料としては持っておりますけれども、実際問

題2,000人を無作為で行ったという実態がございます

ので、ここでの結果が年代を追うごとに、若返るごと

に回答率が低かったという、本当に残念な結果になっ

たと、こういうふうに考えております。 
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 ただ、若い方々の意見、意向の反映というのがこれ

からの市政にとっては本当に重要な部分と考えており

ますので、今後アンケートの実施の方法についても工

夫を要するだろうと思っていますが、直近におきまし

ては市民懇談会等も予定しておりますので、そういう

場で若い方々の意見等もいろいろ拾ってまいりたいと、

反映してまいりたいというふうに考えております。こ

れらの意向等について実施できるようなものがあれば、

先ほど市長のほうからも答弁申し上げましたとおり、

実施計画等で何とか実態に即した反映をしてまいりた

いというふうに考えております。 

 なお、 後になりましたけれども、回収率そのもの

については、実は前回が25.5％という回収率でござい

ました。まず、これは上回ろうという目標を立てまし

て、具体的に30とか50とかいう数字を本当は設定しな

ければいけないところではありますが、なかなかこれ

についても設定しづらかったという実態もございます

ので、これの25.5を上回るというのが私どものほうの

担当者といたしましては目標だったということで、

28.8という結果を導きさせていただいております。そ

の点をぜひご理解賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ３番上山昭彦君。 

○３番（上山昭彦君）  わかりやすいご答弁に感謝い

たします。市民満足度アンケートということで、年代

別も入れて抽出できそうなので、今度やるときはその

辺も考えていただきたいと思いますし、若い人がたく

さん回収できるという、そういうふうな手段、方法も

考えてあるということもわかりました。十分検討いた

だきたいと思います。アンケートは多く回収があって

こそ、より正確な信頼されるデータになるものと思い

ます。アンケートの回答率の増加を考えた場合、イン

ターネットというものが今ありますけれども、その回

答を使うとか、携帯電話というものが多く普及してい

ます。それを利用した回答方法などを若い世代がもっ

と手軽に回答に参加できるような仕組みづくりを考え

ていただきたいと思います。郵便でのアンケートより

もスピーディーに調査結果が得られますし、何よりも

低コストで調査できるものと思います。郵便との併用

もよろしいと思いますけれども、その辺の考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

 さらに、アンケートは項目ができるだけ少ないほう

が回収率が高いことは多分ご存じだと思いますけれど

も、紙でのアンケートというものも行うのであれば、

住民基本台帳をもとに抽出しているようですので、住

んでいる地区とか性別とか、年齢とのは初めから把握

できていることになります。少し属性を少なくすれば、

もっと何個かは質問項目が減るということで、その辺

を初めから記入してあった調査用紙でもいいのかとい

うことで、ちょっと細かいところですが、その辺もお

聞かせいただきたいと思います。 

 また、久慈市総合基本計画後期計画の素案を見ます

と、項目の追加とか変更、削除等多岐にわたって後期

基本計画として示されているようですけれども、前期

基本計画において達成された事項や今後の時代に即し

ていないという事業等が省かれたものと思っておりま

すけれども、大きく変わった事業等がございましたら

お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、項目の４番目と12番目の（２）の②の２点に

ついて、また関連させていただきたいと思います。 

 一つ目としまして、質問項目の４番目の市民バスに

ついてですが、実態に即した運行計画にするというこ

とでございます。現在の市民バスの利用形態を見てみ

ますと、通院、通学が多くの割合を占めております。

高齢者、中高生の利用がほとんどであります。運行実

証実験では、路線ごとにテーマを設けまして、日常生

活路線としての適正で効率的な運行の確保と観光客等

への利便性の向上も考えるということになっておりま

すけれども、実際に廃止する路線というのが今後出て

くるようにも仄聞しておりますが、もしそこの辺の路

線があるようであれば、考えているようであれば、お

聞かせいただけるようであればお聞かせいただきたい

と思います。 

 二つ目としまして、12番目の土木行政についての

（２）の市道整備についての２ですけれども、ご答弁

によりますと、本年度概略設計を行いまして、来年度

は詳細設計に入って用地交渉を行うということでござ

いました。本路線の延伸については、市民からも要望

が高く45号から281号への通行を容易にして、市街地

の交通渋滞を緩和できるということで、交通の利便性

向上にも大きく貢献するものと考えます。これまでも

説明会を行っているようですが、付近には田畑のほか

にも住宅地もあり、地権者とのスムースな交渉を行い、

了解をいただくためにもきめ細かな説明が必要に思い
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ます。そこで、地権者数と説明会があったようでござ

いますが、要望等がもしあったのであれば、その辺の

ところをお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  市民満足度アンケー

トを実施する上でのさまざまなご提言等をちょうだい

いたしましたけれども、確かにインターネットとか携

帯電話等、これは今の若い方々には対応できるツール

かなというふうに考えるところもあります。 

 ただ、質問項目そのものが複雑になってまいります

と、これはなかなかこれも運用できない面もあります

が、これからそういう場がありましたらば、ぜひこれ

は活用してまいりたいというふうに考えております。

また、アンケートの項目の設定の仕方についても、い

ろいろこれは工夫を重ねてまいりたいと、こういうふ

うに考えております。 

 それから、このアンケート結果について基本計画の

中で大きく変わろうとしているところがあるのかとい

う多分ご質問だったと私解釈しましたが、違ったらば、

また後でお答えしたいと思いますけれども、今６つの

基本方針、それから、29の主要施策というところで、

これは前期計画を踏襲して後期計画を組み立てましょ

うというところでそういう取り組みをしておりまして、

検討委員会のほうで今審議をしているところでござい

ます。 

 ただ、これについては後期においては、この取り組

む基本計画をもとにした各事業への取り組みの方式と

いうんですか、そういう組織としての考え方、それか

ら、それぞれの対応する絡み合いというんですか、横

の連携というか、そういうところでの方式について少

し提言をしようということでいろいろ考えているとこ

ろでございます。 

 ただ、これについては検討委員会、まだあと２回ほ

ど予定しておりますので、その中で結果を導き出して

まいりたいというふうに考えております。 

 それから、市民バスの運行の件でございますが、先

ほどご答弁申し上げましたとおり、廃止については今

大きいのは川崎町循環線と、それから、滝線について

は廃止をしたいというふうに考えておりますし、その

ほかに侍浜町地内を走る路線については統合をしてま

いりたいというところで考えておるところでございま

す。内容についてはもう少し、後のほうの議員さんの

質問もございますし、この場では差し控えさせていた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  広美町海岸線の延伸にかか

わっての説明会、10月27日に実際行っておりますけれ

ども、そこにおいての特に要望というのはなかったわ

けですが、特にあそこは排水対策がこれまでも問題に

なっておりました。そういった部分で話し合いがされ

たというふうに思っております。また、早期着工を望

みたいと、大きくはそういった部分での話し合いにな

ったところでございます。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  地権者。 

○建設部長（晴山聰君）  済みません。地権者数であ

りますが、用地の対象者が14名であります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ４番泉川博明君。 

○４番（泉川博明君）  澤里議員の一般質問に関連い

たしまして何点か質問させていただきます。 

 まず第１に、質問項目６の（２）津波防災について、

答弁では、引き続き要望していくとございましたが、

確率が高いと言われている宮城県沖地震の発生、それ

に伴う津波も当然予想されるわけでございます。当市

の諏訪下地区及び久喜地区には、海岸水門及び陸閘、

門扉などが多く設置されておりますが、瞬時の際の津

波には対応し切れなく、消防団員の身の危険も考えら

れます。尊い人命、そしてまた、貴重な財産を守るた

めにも機械化による遠隔操作方式への改善を早期に着

手すべきことをさらに強く県に対し要望をしていくべ

きと思います。一度に全部といいますと、多額の金が

かかると思われます。何カ所かずつでも計画的に改善

して、津波防災に備えるべきと考えますが、ご所見を

お伺いをいたします。 

 次に、質問項目13、（３）小中学校のトイレの水洗

化についてお伺いをいたします。 

 漁業集落排水事業の工事を行っている小袖地区では、

地区民が待ち望んでおりました供用開始が23年の４月

１日よりスタートすると承知いたしております。ご存

じのように、この工事区間内には２校の小学校に１校

の中学校がございます。いずれも３校ともくみ取り式
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のぼっとん型で、多くの子供たちはぼっとん型は嫌だ、

怖いと言っていると仄聞いたしております。一部では

ございますが、どうしてか自分の履いている靴を落と

てしまう子もいるようでございます。３校とも一日も

早く水洗化にすべきと思いますが、考えをお伺いいた

します。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  津波防災にかかわって、

特に海岸水門、これらについてのご質問ととらえまし

たけれども、いずれ久慈市につきましては、海岸水門、

それから、河川水門、県内市町村でも非常に多い市町

村でございます。それで、海岸水門もご答弁で申し上

げましたように、要するに、新港、それから、久喜地

区、ここについてはまとまってたくさんの水門がござ

います。これにつきましてはかねてより、いずれあら

ゆる機会に県のほうに、いずれ遠隔による改善、これ

については強く求めているところではございます。 

 しかしながら、県のほうではどうしても財源の問題、

加えて非常に苦しいというふうな今までの答弁でござ

いました。 

 いずれにしましても、私どもはどうしても目指すと

ころは遠隔化というスタンスはとっておりますが、い

ずれ今議員からもご指摘のありましたように、津波、

地震、いつ来るかわかりません。これにつきましては

消防団員等々、消防団等といろいろ意見交換しながら、

やはり一日も早い改善に向けては努力は続けていきた

いと、そういうふうに思っております。 

 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）  学校のトイレの水洗化で

ございますが、議員おっしゃいますとおり、小袖小、

久喜小、三崎中の３校については、水洗化がなされて

おりません。議員おっしゃいますとおり、小袖地区の

漁業集落排水の供用開始が23年４月ということでござ

いますので、私ども教育委員会といたしましては、こ

れをにらみまして、これまで簡易水洗化を差し控えて、

水洗化に向けて考えていたところでございますので、

いずれにいたしましても、多額の費用がかかる事業で

ございますので、市長部局に強く要望して、計画的に

進めるよう要望してまいりたいと考えておりますので、

ご了承願います。 

○議長（宮澤憲司君）  ４番泉川博明君。 

○４番（泉川博明君）  再度小中学校のトイレの水洗

化についてお伺いいたします。 

 この地区には教員住宅も何棟かあるわけでございま

すが、やはり衛生環境の面から考えましても、当然学

校と同時に、水洗化への整備を実現すべきと思います

が、再度これについてお伺いをいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  教員住宅につきましても、

あわせて整備できるように努力してまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ５番木ノ下祐治君。 

○５番（木ノ下祐治君）  それでは、澤里富雄議員の

質問に関連いたしまして何点か質問させていただきま

す。 

 初に、項目の１番、フランクリン市の訪問の成果

について、この質問は、私、９月にも訪問に対する予

算が500万何がしについて、久慈市が予算状況がこう

いうときに果たしてどういうものかなということで質

問した経緯がございますけれども、いわゆる市長の訪

問の成果、経過ということで説明があったわけでござ

いますけれども、実質のフランクリン市の滞在は私の

認識が間違っていなければ２日間だようでございます

けれども、その間、その後は４日、５日間かかってい

るわけでございますが、いわゆる公費を使ってこうい

う訪問、財政が豊かなときであれば、これは何も私の

ほうからとやかく言うことではないんですが、久慈市

の財政状況がかなり苦しくて、そして、いわゆる11月

26日にも、いわゆる一般職の職員の給与等に関する条

例とか、一部改正する条例とか、特別職のいわゆる職

員の給与、旅費云々かんぬんというのが議題に出たわ

けですが、こういう市政がいわゆる逼迫しているとき

に、こういう訪問すること自体に私は、こういう物事

の考え方に対する考え方、かなり問題があると思うん

ですが、そういった考え方についてお尋ねいたします。 

 次に、地デジについては随分各会派のほうから質問

が出ておりますので、私は侍浜町地内の堀切地区から

も地デジのアンテナの設置等が計画されているようで

すが、その中の何軒かのごく一部の地域について絞っ

て質問をしてみたいと思うんですが、これは恐らく各

会派のほうからもこういう形で話が出てくると思うん
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ですが、侍浜町の堀切の地内の中に、いわゆる私ども

が長崎と言っている集落があるんですが、いわゆる桑

畑町に近い堀切の路線の近くなんですが、川の、今現

在、３軒か何軒かしかないんですが、こういったとこ

ろ、この地内の共同施設が果たしてここまで堀切町内

会で計画しているのか、そこまで私は認識していない

んですが、この辺のデジタル放送に対する対応はどの

ようになっているのか、この何軒かのですね。来年の

７月ですから、もたもたしていると、こういう方々は、

いわゆるテレビを見られないという状況が生じるわけ

でございますので、それについてもお尋ねいたします。 

 それから、市民バスについてですが、これも随分各

会派のほうから出ておりますが、侍浜町の路線も統合

するということで、廃止統合のようなんでございます

が、実質よく当局のほうから言われることは、幾ら陳

情しても陳情した方々がバスに乗ってくれないと、よ

くこれは言われるわけですが、実質なくなれば困る方

があるというのもこれは現実でございますので、先ほ

どの答弁でありますと、デマンド式のバスを計画して

いる路線があるということでございますが、侍浜町に

ついてもこの辺のところは考えているのかどうかお尋

ねをいたします。 

 次に、海産物の管理について、これ私、９月にも取

り上げましたけれども、全く違う答弁が返ってきまし

たものですから、再度澤里議員さんのほうから取り上

げていただきまして質問させていただいたわけでござ

いますが、なぜこれをしつこく取り上げますと申しま

すと、いわゆる水揚げされた海産物の管理、いわゆる

体制ということですが、いわゆる私は衛生面とか、そ

ういうことを言っているわけではございません。質問

の内容は、当局に若干なりとも伝わっているはずでは

ございますが、露骨な話になりますけれども、いわゆ

る水揚げされた、例えば、魚の個名を言いますと、例

えば、サケに例えるならば、サケの鮮度のすばらしい

もの、そういったものが、例えば、３匹揚がっている

とするならば、その中の１匹がいつの間にかいなくな

っていると、これはよく私だけじゃなく、何人かの議

員さん方もこれはそういったことが実際にあるようだ

ということはご存じのようでございますけれども、そ

れが１回、２回じゃないと、何年間もこれはこういう

ことが、状況が行われていると、それが本当の実態だ

と。 

 私はこれを、私個人は見たわけではございませんの

で、とある運送業者の社長さんと言っておきますが、

この社長さんのお話によりますと、いつの間にか私が

今話したように、あるはずのものがそこにいなくなっ

ていると、入札にかかっていないと、その魚が。それ

が一度や二度じゃないと、とてもじゃないが、これは

見かねると、水揚げされた魚は職員のものではないわ

けですので、これを木ノ下議員、議会で取り上げてく

れないかと、幾ら何人かの議員さんにお願いしても、

これはだれも取り上げてくれないということで、私は

今回取り上げてみましたけれども、余りいい話じゃご

ざいませんので、これは他の議員の皆さんはこれを取

り上げたくなかったとは思うんですけれども、実質こ

ういうことが長年にわたって行われているということ

は決していいことじゃないと、どこかでこれは絶つべ

きであろうと、そういう意味を兼ねまして私は取り上

げさせていただきましたので、ご答弁のほどをよろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  フランクリン市訪問について

ご質問がございました。木ノ下議員は姉妹都市との友

好について訪問までしてやるべきではないと、こうい

った趣旨でのご質問であったわけでありますが、この

ことについては私と全く考えが違うということを冒頭

にお話をさせていただきます。報告でも申し上げたと

ころでありますけれども、50年という歴史を刻んでき

たということについては、本当に当時の若きリーダー

たちが真剣に国際交流の意義を考えて、そして、行政

の交流のみならず、市民間の交流にも展開をしていっ

た、そういった経緯、歴史があるわけであります。そ

うしたことがいかに久慈市が国際交流というところの

意義をしっかりと位置づけてきたかという、その基礎

をつくっていただいたものと考えておりまして、折に

触れてそれを確認し合うことの意義は大変に大きなも

のがあると、このように思っております。 

 ただ、しかし、一方、議員がご指摘のとおり、市の

財政状況も大変に厳しいということでありまして、こ

の全体の事業費をいかに縮減をしながら、目的を達す

るかということも大切な視点であると、このように考

えております。 

 したがって、今回の訪問については大変にきつい日
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程を組まざるを得なかった。例えば、予定を１日、２

日減ずるということ等の努力もさせていただきました。

その影響等のために、例えば、これは29日の朝７時に

市役所に集合し、７時30分に出発ということになった

わけでありますが、私自身の例を申し上げますと、そ

のために朝５時に起きました。そして、今申し上げた

とおり、７時30分に市役所を出発したわけであります

が、ほぼ丸１日ベットに横たわることができない、つ

まり24時間後にようやくにしてベットに休むことがで

きたという日程でもありました。 

 また、陸路も使うということでもありまして、そう

いったさまざまな工夫をする中で、伺った以上は一つ

でも多くのことを吸収しようということで、高齢者福

祉関係の行政視察も行い、あるいはアナハイム市にあ

っては大火事を経験しておりますし、そういった自治

体でもありましたために、そういったところに行って

行政視察を行うということで、その実をさらに高める

と、こういった努力もしてきたところであります。い

ずれ私どもは貧すれば鈍するということではなくて、

こういう厳しいときにあっても、なお歯を食いしばっ

て、この交流の実を高めていきたいと、こういう思い

であります。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私からは魚市場における、

いわゆる水産物の水揚げの関係についてご答弁を申し

上げますが、先ほど市長から答弁申し上げております

ように、水揚げされた部分については、競り売り、あ

るいは入札等によって売買が取引をされているわけで

ありますが、その結果、余った部分についても、いわ

ゆる卸売業者とのかかわりの中で契約に基づいて、相

対取引等が行われております。 

 ただ、今議員がおっしゃったような問題等について

は、実は市のほうでも承知してないわけでありまして、

今後各関係者等からそういう部分についての事情等に

ついては調査をしたいというふうに思いますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  地デジの関係と市民

バスの関係、２点についてお答えを申し上げたいと思

います。 

 地デジの難視聴解消ということで、堀切地区の長崎

地区と申しますか、そこのところの３戸の難視聴対策

はどうなっているのかという点でございますが、これ

については、２戸については共聴施設として整備をす

るということで補助の内示を受けている、現段階では

そういう状態でございます。残り１戸につきましては、

今のところ私どものほうでは難視聴であるという情報

が入っておりませんので、ぜひこういう場合、何とか

私どものほうでそういう情報をちょうだいして、個々

に対応してまいりたいというふうに考えております。

今後、今一番の悩みがテレビが映っているわけですが、

７月24日以降について映らなくなった場合の対応をど

うするかということで、いろんなケースがあると思い

ますけども、そういうご理解いただけるように、何と

かそういう現状を私どものほうで把握したいというよ

うなところに苦慮しているところでございますので、

ぜひそういう場合はご一報をいただければ個々に対応

してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、市民バスの関係でございますが、侍浜町

の地内を走っている路線の統合ということで、先ほど

ご答弁申し上げました。実はこれにつきましては夏井

町の川代方面に向かう路線との統合ということを一つ

考えておりまして、そこのところで統合の分が侍浜町

内というふうにご答弁、先ほど申し上げました。 

 ただ、この中でも、実は減便する部分もございます。

便数が減るというところがあります。そこのところに

ついてはご理解賜りたいと、と申しますのも利用実態

がなかなか上がらないという状況がございますので、

今利用されている部分について、ぜひそこのところを

維持してまいりたいというふうに考えておりますので、

利用が少ないところ、低いところについてはそこのと

ころをぜひご理解いただいて、減便については皆様の

ご理解を賜りたいというふうに考えておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ５番木ノ下祐治君。 

○５番（木ノ下祐治君）  海産物の管理について、市

のほうでは把握していないということでございますの

で、いずれにしても、実質そういう実態が長年続いて

きているんだということです。１回、２回じゃなく、

ずっと何年もですよ。恐らく私がよくそういう話を聞

いたのが、二十歳ごろそういう話を聞いたことがあり

ますので、恐らく30年とか、５年、10年じゃありませ
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んよ。30年もそういう感じが続いてきているんだなと

いうふうに、先ほどの運送会社の社長さんのお話を総

合しますと、そうなんだなというふうでございますの

で、これは一般のそこに勤めている職員がそういうこ

とを何それこそ、例えば、大げさに言えば5,000匹も

揚がるときがあるわけですから、その１匹や２匹いな

くなってもという思いがあったかなかったかは別とし

ても、実態はそうだということですよ。 

 ですから、これはそういうことはやめさせるべきだ

と思いますし、また、実質自分が水揚げをしている漁

師ならば、これは大変なことになるわけですから、こ

れは万が一、そういう個人の漁師の皆さんが実際のそ

の現場を見ないうちに、見られればそれこそ大変なこ

とになるわけですから、その前に手を打ってやめさせ

て、この問題を穏便にするという形がよかろうかと思

います。 

 それと、まだ多少時間がありますので、久慈秋まつ

りについて、これは実質私が体験したことですが、私

は市会議員でありながら、たまたま大型バスを秋まつ

りの日に乗っておりまして、いわゆる山車をおさめる

ときですが、たまたま私がその時間にそこを通りまし

て止められたんですよ、山車をおさめるために。それ

は私も市会議員ですから、その辺のことは、どこにお

さめるということはもともと認識しておりましたので、

それ自体には異論を唱えるわけじゃないんですが、た

だ、止められてから、実質35分、もっとになりますか、

そこに止められたわけですよ。 

 そして、止めて、しょうがない、それはいいんです

が、ところが、山車を引っ張っる、おさめる役員の方

に、何の気になしに多分その役員の方はおっしゃった

と思うんですが、いや、トラックが邪魔だなと、そう

言われたんで、私はそのとき情けないなと思いました

けれども、本来であれば、なぜそこまで来る前に車を

誘導する係が、小さい車を誘導する方はいたんですよ、

すぐその辺には。 

 ところが、私のようにたまたま大型に乗っていたも

のですから、よけるところがないんですよ。迂回する

ところもない。ずっと入ってきちゃったものですから、

山車を格納する近くまで来ちゃったものですから、議

員として秋まつり、これ久慈市のメーンイベントです

から、その自体を批判するわけじゃなく、ただ、その

辺の整理の心遣いをしていただきたいものだなと、も

っと手前のほうで、大型となると、小久慈小学校とか、

あっちのほうじゃないとかわすところがないでしょう

から、その辺のことも必要ではないかなと思って、こ

れは一言は言っておくべきだろうなと、そういうこと

で言っておきますので、答弁があれば、またこれ幸い

ですが。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  水揚げをされた海産物の関

係でありますけれども、いずれ早期に実態の把握に努

めながら対応してまいりたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  秋まつりについての

いわゆる運行が終わってからのそれぞれの組におさめ

る場面でのストップという部分についてだろうと思い

ます。これにつきましてはそういう場面もあろうかと

思いますので、今後また山車運行部会等でしっかりと、

そういう意味で誘導係、誘導員等もきちっとやるよう

にということで指導してまいりたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君）  それでは、澤里議員の質問に

関連し、何点か質問させていただきます。 

 １点目の石油貯蔵交付金についてですけども、今現

在、ほとんどが消防車両の更新等に使われているなと、

先ほどの答弁聞いてれば思いました。広く使える交付

金なので、極端に言えば、いつまで消防の車両等につ

いては更新していくのかということと、それ以外、使

い道というのは今後どういうふうな形で考えられるの

かということをお聞かせください。 

 次が地デジになりますけれども、先ほど来、澤里議

員、また、木ノ下議員等も話しましたけれども、それ

以外の地区でもどうもぴんと来てない地区もあるのか

なというふうに思っております。私の生まれた山根地

区でも、テレビは買ったはいいが、これが映るのかど

うかというふうなのを電気屋さんに聞いた人もいるら

しいです。 

 ところが、実際問題、電波が来てない、そこの家ま

で。もちろん、線も通ってないので、これは映りませ

んよと言われたと、だったら、じゃあどうしたらいい

のかということで、今いろいろとやっているところも

あるようですけれども、ただ、実質認識がまだまだ不

足しているなというのが本当のところじゃないかなと
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いうふうに思います。特に、山間部になればなるほど、

集落といっても戸数が少ないと、だったら、じゃあそ

の辺をどうして映るようにしたらいいかということを

ちょっと私自身は余り言いたくはないですけども、認

識がまだまだ欠けてる部分が多いのかなというふうに

感じられますので、今後そういった部分をどういった

形で解消していくのかお聞かせください。 

 それと、次が市道整備の広美町海岸線、今後、来年

度以降、用地買収と説明会やると、地権者が14名程度

ということのようですけども、長年この計画ができて

から何十年もたつわけですけども、いずれにしても、

いつごろを目処にこの計画が完了するのか、そういっ

たある程度の目処をたてとかないと、いつまでもだら

だらだらだらやりますやります、じゃあ実際何年後に

なるんですかということになりますので、やはりある

程度の完成年度の目処を立ててると思いますけども、

それについてもお聞かせください。 

 あと野球場、各会派でも、後出てきてますけども、

先ほど多目的な部分でという話をうちの澤里議員が話

をしましたけども、答弁は野球場を早期にという、野

球場だけでつくって、今後百年の計を考えたらどうな

のかなというふうな部分があります。やはりそういっ

た何十年も使う施設になりますので、ただ単に野球場

だけというふうな考えでいいのかどうかというのを改

めて認識をお伺いします。 

 それと、あとの次の水洗化のトイレなんですけども、

やはりせっかく下水道が通ってますし、また、漁業集

落排水等でもやってるというのを考えれば、早急に学

校、施設等、特に公共施設等は下水道施設はやるべき

じゃないかなというふうに思っておりますので、そう

いった部分に関しては、先ほどの答弁、市長部局のほ

うに強く予算化の要望をということでしたけども、一

刻も早くそういった子供たちのためにも施設整備をす

るというのが必要じゃないかなというふうに思います

ので、再度お聞かせください。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  いわゆる石備交付金の使

途についてのご質問でございます。 

 現在、私ども、先ほど菊池部長のほうからご答弁申

し上げましたように、大体おおむね6,600万から700万、

年間交付いただいております。これにつきましては消

防車両、それから、主に防火水槽、これらで大体使っ

てるんですけれども、議員もご案内のとおり、消防ポ

ンプ車、今現在、私ども消防車両18年更新で、ずっと

何十年先まで大体一応予定だけは立ててるんですけど

も、消防車両の更新18年をもっと早くやりたいんです

けれども、一生懸命大事に使ってもらって、18年で更

新してるのが実態です。 

 それと、あと防火水槽、そのほかに救急車、いろん

なちょっと要望に応えきれないくらいありまして、現

実的に今のところほかの事業に計画に入れるというふ

うな、この10年ぐらいちょっと入っておりません。そ

の後、ですから、それが終わったらということはあり

ません。いずれ自動車は、やはり耐用年数あるもので

すから、いずれそこらの交付金がある限りは、その辺

中心に回るのかなと、そういうふうに思っております。 

 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）  私からは地デジ対策

につきましてご答弁申し上げたいと思います。 

 議員ご出身地の山根町地区につきましては、実は今

14地区のところで共聴施設関係のご相談受けて、対応

をしているという状態でございます。ご指摘のとおり、

ご心配のとおり、ご懸念のとおり、私どものほうも周

知策には万全を期したいんですが、なかなかご理解を

いただけないというところで苦慮しているところでご

ざいます。これまで広報でも周知いたしましたし、チ

ラシも配布いたしましたし、民生児童委員の方々にも

お願いいたしまして、個々の方々に周知の働きかけを

お願いした経緯もございますが、今後は本当に１対１

というんですか、個々の方々との対話で対応を決めて

いかなければいけないなというふうな段階に入ってき

ております。 

 ただ、これにいたしましても、私どもといたしまし

はなかなか１万5,000世帯のところの対応については

難しい面もございます。ぜひこれはいろんな機会とら

えながら、私どものほうとしては地デジの推進に努め

てまいりたいというふうに考えておりますので、ご了

承をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  広美町海岸線の計画完了の

目処はいつかということでありますが、これにつきま
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しては、先ほど市長からもご答弁申し上げましたとお

り、交付金事業の認可を経て詳細設計、それから、用

地買収等々も順次推進していくということであります

が、来年度詳細設計をしてまいりたいというふうに考

えております。それを受けまして用地の買収とか、平

成25年度には一部工事の着手、そして、27年度には工

事を完了させたいというふうに事務的にはとらえてお

りますけれども、何せ公共事業予算、国の事業予算が

非常に減額されております。また、そういった方針も

打ち出しておるわけでありまして、そういった国の動

向も踏まえながら、今後そういった計画実施に当たっ

ては情報等を踏まえながら進めてまいりたいというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  私のほうに２点のご質問を

いただきましたが、まず１点目の野球場建設について

でございますけども、議員さんおっしゃるように、

ドーム型の運動場という広い意味でのご質問がござい

ましたが、そういったものについては確かに私とすれ

ば希望であり、夢であるわけでございます。 

 ただ、やはりドーム型の運動場等をつくるにしても、

場所なり用地なり、いずれ一番大事なのは、かかるの

はお金でございます。その辺のところというのは市全

体の中での対応ということになりますので、その辺の

ところは財政当局等のほうともいろいろと調整をとり

ながらいかなきゃいけないわけですが、とりあえず私

のほうでは現在どうしても必要だというふうに認識し

てるのは、かねてよりお話申し上げてる野球場の建設

でございます。現在は野球場の建設に絞って、これの

建設に向けて 大限の努力を払っていくということを

考えているわけですが、そうは申し上げましても、前

の議会でも申し上げましたように野球場だけではなく

て、それ以外のものも含めてできるようなものであれ

ば一番理想的だというふうなことについての基本的な

考え方を持っていることについてはそのとおりでござ

いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 それから、もう一つ、トイレの水洗化の推進という

ふうなことでございます。 

 これまで公共下水道とか、あるいは漁業集落排水事

業で、下水道が利用できるところの区域の学校等につ

いては水洗化を図ってまいってございます。それがで

きない地域については、いわゆるくみ取りしかないと

いったようなところにあっても簡易水洗型便器を工夫

して付けてきてると、残ったのが、先ほど泉川議員に

申し上げましたように久喜、小袖、三崎中学校のとこ

ろでございますが、これについては、先ほど次長から

申し上げましたように、衛生面であるとか快適性、環

境保全の面からも本当に重要なことだと思ってますか

ら、できる限り早く完備できるように財政当局のほう

にもお願いをしてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君）  また、再度質問させていただ

きます。 

 地デジになりますけれども、先ほど部長答弁から、

これからは１対１での対話も重視していきたいという

ことですけども、その地区ごとによって区長さんなり、

もちろん民生委員の皆さん方もいるでしょうけれども、

その人たちがきちんとデジタル化ということを認識で

きていれば、もちろんそれでいいでしょうけれども、

いかんせん私も地デジといっても正確に説明できるか

どうかとなると、難しい部分はありますけれども、年

配の方になればなるほどそういった部分に関してはな

かなか理解しづらい部分があるということですから、

そういった部分の説明の仕方というのももうちょっと

考えながらこれから進めていかなければならないのか

なというふうに思いますので、再度考えをお聞かせく

ださい。 

 教育長のほうなんですけども、野球にあまり固執し

てしまうと、ほかの議員さん方もいますので言いませ

んけど、私の個人的な意見とすれば、もっと多目的に

利用できるような施設をつくっておかないと、後で

我々が何でああいうときにこういうふうなのに賛成し

たんだというふうな遺恨を残す可能性もありますので、

そういった部分については強調しておきたいなという

ふうに思います。これは答弁は要りません。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  地デジのことで、再

度ご質問をちょうだいいたしました。 

 実は共聴組合で、申請の共聴組合の組合長さん、代

表者の方でさえも地デジというのをご理解いただかな
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くて、うちが見えないというような申し出があったり

とか、そういう意味合いでは、ある意味でそういう地

デジのことについて周知が図られていなかったという

ことで深く反省するところはありますが、ぜひここの

ところはいろんな工夫を凝らしながら、周知徹底に努

めてまいりたいと、こういうふうに考えておりますの

で、ご了承いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  20番中塚佳男君。 

○20番（中塚佳男君）  澤里議員の質問に関連して１

点質問いたします。 

 去る10月ですか、奄美大島が台風被害に遭って、道

路、また、あと通信網が全滅したと報道されました。

そこで、登場したのが衛星電話が１台あったというこ

とで、非常にそれが有効に使われたと、そういう報道

がありました。 

 そこで、久慈の防災センターに衛星電話が何台設置

してあるのかないのか、もしなければ必要ないと思っ

ているのか、地理的条件が離島といいますか、それと

本土との関係で違うとは思いますけれども、あるのか

ないのかお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  今議員さんがおっしゃい

ました衛星電話については、私たしかちょっとなかっ

たというふうに考えております。それで、防災セン

ターにつきましては、現在、有線電話の活用とか、そ

れから、今現在、広域連合の消防本部のほうにつきま

しては現場からの中継システムとか、いろんな方法に

ついて今検討、研究しているところでございまして、

いずれ今議員さんの考え方としまして、いずれ災害時

における連絡の徹底、連絡方法の確保ということだと

思いますので、それにつきましては現実的に今いろん

な検討をしているところでございます。来年度も少し

ちょっと、例えば、ハンディーカメラとか消防車両か

らの中継とか、そういうふうなものについて導入して

いきたいなと、今そういうふうな考え方でいろいろ進

めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連を質問を打ち切

ります。 

 この際、昼食のため、休憩をいたします。再開は午

後１時20分といたします。 

    午後０時04分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時20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。休憩前の中塚議員の関連質

問に対する補足答弁の申し出がありますので、これを

許します。菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  恐縮ですが、午前中の中

塚議員の衛星電話に関する質問に対します私の答弁に

ついて補足させていただきたいと存じます。 

 答弁のとおり、久慈市といたしましては衛星電話を

所有しておりません。しかしながら、広域連合に照会

しましたところ、広域連合としましては車両積載分等

を含めまして５台所有しているとのことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  次に、政和会代表、佐々木栄

幸君。 

    〔政和会代表佐々木栄幸君登壇〕 

○13番（佐々木栄幸君）  私は政和会を代表し、市政

をめぐる全般にわたり、市長並びに教育長に一般質問

をします。 

 初めに、事業仕分けについてであります。 

 政府の事業仕分けの影響を受ける当市で行っている

事業には、どのようなものがあるかお伺いします。 

 ２番目は、新年度予算についてであります。 

 一つ目は、平成23年度予算編成の基本的な考え方、

重点政策、重点項目、予算規模についてお伺いします。 

 二つ目は、地域医療確保対策貸付制度は、どのよう

に予算に反映されているのかお伺いします。 

 ３番目は、臨港道路湾岸線についてであります。越

波対策を早急に実施するように県に要望すべきと思い

ますが、お伺いします。 

 ４番目は、山根地区振興策についてであります。 

 一つ目は、山根地区の地域おこしの考え方について

お伺いします。 

 二つ目は、べっぴんの湯や山根六郷等を活用した観

光交流人口の拡大策とともに、産業振興など総合施策

の展望をお伺いします。 

 ５番目は、公民館等施設の安全設備についてであり

ます。 
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 公民館等施設の出入り口及び通路、廊下等に手すり

等の設置をすべきと思いますがお伺いします。 

 ６番目は、「のるねっとＫＵＪＩ」についてであり

ます。 

 デマンドバス導入の考え方についてお伺いします。 

 ７番目は、ごみの減量についてであります。 

 一つ目は、産学官連携による岩手大学との共同研究

の進捗状況についてお伺いします。 

 二つ目は、ごみの有料化の考え方についてお伺いし

ます。 

 三つ目は、レジ袋削減に向けた取り組みについてお

伺いします。 

 ８番目は、久慈地区火葬場についてであります。 

 新火葬場に向けた今後のスケジュールをお伺いしま

す。 

 ９番目は、６次産業化の取り組みについてでありま

す。 

 一つ目は、取り組み状況と成果をお伺いします。 

 二つ目は、６次産業化の推進を図る上で、今後の具

体的な取り組み手法についてお伺いします。 

 10番目は、戸別所得補償制度についてであります。 

 モデル対策事業に加入した農家は、来年度からの本

格事業にどのように移行されるのかお伺いします。 

 11番目は、宇部川地区圃場整備についてであります。 

 整備に向けた計画調査事業スケジュールと計画エリ

ア内の所有者に対する事前協議等進め方についてお伺

いします。 

 12番目は、いわて森のトレーについてであります。 

 未収金となっている林業構造改善事業補助金返還金

約15億円の回収をどのように進めるのかお伺いします。 

 13番目は、県道野田長内線の整備の見通しについて

であります。 

 小袖大尻間の幅員狭小区間の道路改築が計画されて

いる本路線の整備の見通しをお伺いします。 

 14番目は、市道上長内日吉町線の歩道設置について

であります。 

 来年度の整備の見通しと予算規模についてお伺いし

ます。 

 15番目は、市道天田内三日町線の整備についてであ

ります。 

 旧たたら館前の市道拡幅整備の見通しをお伺いしま

す。 

 16番目は、市道内間木線についてであります。 

 合併協議時の計画に基づいて本路線の整備がなされ

ているのかお伺いします。 

 17番目は、間木平線についてであります。 

 平成18年度の豪雨災害による法面崩壊の影響で道路

にひび割れを起こしている箇所があるが、改良整備の

考えがないかお伺いします。 

 18番目は、道路除雪対策についてであります。 

 昨年度の課題等を踏まえ、除雪体制はどのようにな

っているのかお伺いします。 

 19番目は、久慈湊地区の下水道についてであります。 

 取り組み状況と今後の見通しについてお伺いします。 

 20番目は、新市営野球場の整備計画についてであり

ます。 

 現在実施している計画調査事業の進捗状況と候補地

についてお伺いします。 

 21番目は、小中学校の統廃合についてであります。 

 統廃合に向けた取り組み状況と今後の進め方をお伺

いします。 

 以上で、登壇しての私の質間を終わります。 

○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、佐々木栄幸議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、事業仕分けについてでありますが、10月か

ら11月にかけて行われました事業仕分け第３弾におき

まして、社会資本整備事業特別会計が仕分け対象とな

り、特別会計を廃止して一般会計化すること、予算要

求の圧縮や費用便益分析の厳格化を図ることなどが指

摘されたところであります。 

 この特別会計は、主に国の直轄事業を実施しており

ますが、今回の仕分け結果により、八戸・久慈自動車

道整備事業及び湾口防波堤建設事業への影響が懸念さ

れるところであります。今後の動向を注視してまいり

たいと考えております。 

 次に、新年度予算についてお答えをいたします。 

 本市の財政状況につきましては、歳入においては、

依然として続く経済不況により、市税収入の伸びが期

待できず、歳出においては、扶助費、公債費及び繰出

金が高水準で推移するほか、来年度以降も大型の公共

事業が控えておりますことから、多額の財源不足が見

込まれており、厳しい財政運営が続くものと認識をい
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たしております。 

 したがいまして、平成23年度当初予算編成に当たり

ましては、厳しい財政環境を踏まえ、全事業について

ゼロベースからの見直しを行うとともに、行政評価に

基づき、施策の優先度に応じた財源の 適配分を図り、

一層の選択と集中を進め、限られた財源の重点的かつ

効率的な活用に努めてまいりたいと考えております。 

 また、重点政策等につきましては、今年度創設をい

たしました小児用肺炎球菌ワクチン、あるいは子宮頸

がんワクチン予防接種助成事業や小学生まで拡大をい

たしました医療費助成事業及び久慈小学校改築事業な

どの少子高齢社会に対応した事業など、現在策定中の

久慈市総合計画後期基本計画に基づく諸施策の推進を

図るとともに、歳入に見合った予算規模になるよう努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、地域医療確保対策条例についてでありますが、

これは医師の地域及び診療科の偏在性の一因となって

おります資金面での障害を少しでも取り除き、もって

市内の公立医療機関の勤務医師の充実を図ることなど

を目的に、昨年９月に改正したところであります。 

 このことにより、中核医師の離職を未然に防ぐこと

ができたと考えております。医師の赴任等につきまし

ては医師個人の考え方及び勤務条件など、多様な要因

が考えられますこととから、ある程度、熟度が高まっ

てから予算化されるべき事業ととらえているところで

あります。 

 次に、臨港道路湾岸線についてお答えをいたします。 

 臨港道路は、港湾と周辺の公道とを結ぶ港湾交通施

設であります。湾岸線は久慈港半崎地区と国道395号

を結ぶ路線で、国家地下石油備蓄基地や北日本造船株

式会社久慈工場の通勤経路として、さらにまた、市の

観光拠点施設の一つであります、もぐらんぴあへのア

クセス路として安全な通行の確保が求められている路

線であると認識をいたしております。 

 台風や低気圧の通過に伴う波浪及び高潮の発生時に

は、護岸を越波する状況が散見されておりますことか

ら、本路線の管理者である県に対して改善を要望して

いくとともに、本路線の一部区間は、久慈湊漁港区域

に係る海岸保全区域でもあることも踏まえ、県と協

議・検討してまいりたいと考えております。 

 次に、山根地区振興策についてお答えをいたします。 

 山根地区におきましては、人口減少に加え、65歳以

上の高齢者が集落人口の半数を超える状況となってお

り、地域の振興を図る上で、集落活動を担う若手・後

継者の不足や集落活動の資金不足などの問題にも直面

しているものと認識いたしております。地元町内会を

はじめ、山根地区の振興に深くかかわってきた山根六

郷研究会などの地域資源の発掘活動に対し、地域コミ

ュニティ振興事業補助金や各種助成事業の活用を促し

てきたところであります。 

 しかしながら、地区が直面する人口減少と高齢化は、

今後とも進展すると予測されますことから、山根地区

の特性を生かした交流人口の拡大と定住の促進が地域

振興のかぎを握っているものととらえております。 

 山根地区の振興を目的に開設した新山根温泉べっぴ

んの湯には、年間10万5,000人の利用者が訪れるほか、

桂の広場で開催されるくるま市と水車まつりには、市

内外から多くの方々が訪れるなど、交流人口の拡大に

寄与しているところであります。 

 また、平成21年度に策定いたしました久慈市観光振

興計画におきましては、小久慈・山根エリアを「創作

と豊かな自然の郷」体験エリアと位置づけておりまし

て、そば打ちや豆腐などの郷土食体験を中心にした取

り組みや、山根六郷の先人が築いた自然との共生、あ

るいは人を慈しむ温かい心が伝承されている、その地

域特性そのものを生かせるようなグリーン・ツーリズ

ムの受け入れ体制を整えてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、公民館等施設の安全設備についてお答えをい

たします。 

 不特定多数の方が利用する公共施設は、だれもが安

全に利用できる施設でなければならないものと認識を

いたしており、これまでも高齢者や障害者に配慮した

バリアフリー化に取り組むなど、安全性の確保に努め

てきたところであります。 

 ご提言のありました手すり等の設置も安全性向上の

有効な手段の一つであると考えておりますことから、

今後各施設の状況や財政状況を踏まえながら検討して

まいりたいと考えております。 

 次に、「のるねっとＫＵＪＩ」についてお答えをい

たします。 

 デマンドバスは、路線バス運行方法の一形態であり、

利用者の少ない地域において、利便性を求めながら経

費削減をも図ろうとするものであり、特に過疎地域を
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抱える地方自治体において導入されている実態にござ

います。 

 市民バスにおきましても、平成20年度からこれまで

の運行実績や本年８月から10月まで実施をいたしまし

た運行の実証実験の結果を踏まえ、来年度以降の運行

形態や運行経路等を見直しいたしており、新町循環線

の津内口から宮田までの区間にデマンドタクシーを運

行する計画といたしております。 

 次に、ごみの減量についてお答えをいたします。 

 まず、岩手大学との共同研究についてでありますが、

市では、平成20年度から、「ごみ減量対策及びリサイ

クル率向上対策について」をテーマとして、岩手大学

工学部と共同研究を実施してきたところであります。 

 研究内容につきましては、平成20年度から今年度ま

で、アンケートによる生活系ごみ組成調査を継続実施

するほか、平成20年度には実際に排出された生活系可

燃ごみの組成調査、平成21年度には箱紙の分別収集試

験、そして、今年度は生活系不燃ごみ及び事業系可燃

ごみの組成調査、生ごみ処理アンケート調査を実施い

たしております。今後はプラスチック製容器包装の分

別収集試験やごみ減量意識調査などを検討していると

ころであります。 

 現在、これらの調査結果をもとに、ごみ減量化対策

及びリサイクル率向上対策に係る重点項目の把握に努

めているところであります。 

 次に、ごみの有料化につきましては、全国では６割

以上の市町村が実施している状況でありますが、県内

ではご承知のとおり、北上市のみが平成20年12月から

実施しているところであります。 

 北上市では、有料化実験後、ごみ総排出量が約14％

削減されたと伺っており、市といたしましても、ごみ

有料化は、ごみ減量の有効な手段の一つであると認識

しており、ごみ処理費用負担の公平化の観点からも導

入検討の必要があるものと考えております。 

 また一方、ごみ有料化は、市民に相応の負担を伴う

ことから、生ごみ減量や３Ｒの推進など、まずごみ減

量対策を優先的に進め、ごみ減量の状況を勘案しなが

ら検討してまいりたいと考えているところであります。 

 次に、レジ袋削減の取り組みについてでありますが、

市では、環境省の主導による「環境にやさしい買い物

キャンペーン」に呼応いたしまして、市民及び小売店

に対して、マイバッグの推奨とレジ袋の削減を呼びか

けているところであります。それ以外の取り組みとし

て、レジ袋の有料化を実施している自治体もございま

すが、市といたしましては、レジ袋有料化については、

ごみ有料化と一体的な取り組みとして検討してまいり

たいと考えております。 

 次に、久慈地区火葬場の建設スケジュールについて

でありますが、本年度においては、火葬場予定地の測

量調査、用地取得、基本設計を行い、平成23年度及び

24年度においては、実施設計、建設工事、付帯工事等

を行い、平成25年度のできるだけ早い時期に供用開始

を目指す計画になっていると、久慈広域連合から伺っ

ているところであります。 

 次に、６次産業化の取り組みについてお答えをいた

します。 

 取り組み状況と成果につきましては、平成20年度か

ら県の補助制度である農畜産物の付加価値向上と農家

所得向上を図ることを目的とした県北圏域６次産業化

プロジェクト支援事業や収益力の向上や新規ビジネス

により雇用を創出することを目的とした、いわて農林

水産業６次産業化チャレンジ支援事業などにより、市

内７経営体が現在取り組んでいると、県北広域振興局

農政部から伺っているところであります。 

 今後におきましても、地域農林水産物、あるいは郷

土食の再点検等を行うなど、県による支援事業を活用

しながら、６次産業化が図られるよう関係機関・団体

等と連携して、取り組んで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。 

 米戸別所得補償モデル対策に加入した農家は、来年

度からの本格事業に臨み、農林水産省が作成をいたし

ております平成23年度農業者戸別所得補償制度の骨子

によりますと、単年度ごとに営農計画書の作成と交付

金交付申請手続を行うこととされております。 

 また、来年度以降の農業者戸別所得補償制度に加入

する農家についても、毎年所定の交付金交付等の申請

をする必要があるものととらえております。 

 次に、宇部川地区圃場整備についてお答えをいたし

ます。 

 計画調査スケジュールと土地所有者に対する事前協

議等についてでありますが、県単計画調査事業につき

ましては、現況調査及び地形図作成に着手しており、
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今後３カ年で圃場整備事業計画を策定し、平成25年度

国庫補助事業新規採択を目指す工程で進める予定であ

る。また、所有者に対する事前協議については、本年

11月28日に開催した地元説明会で示した概略平面図を

もとに、地元の要望等を受けながら、計画図面の調整

を行ってまいりたいと、県北広域振興局農政部農村整

備室から伺っているところであります。 

 市といたしましては、県及び野田村と連携を図りな

がら地元の意向の把握に努めるとともに、営農計画の

話し合いや事業計画の内容等の説明に意を用いてまい

りたいと考えております。 

 次に、いわて森のトレーについてお答えをいたしま

す。 

 森のトレー事業は、国・県から15億3,500万円余の

補助金を受け、実施されたところでありますが、平成

14年度に会計検査院から国の補助金全額が不当である

指摘を受け、市では、平成15年２月に組合に対して補

助金返還命令を発したところであります。 

 今後につきましては、さきの新政会代表、澤里議員

にお答えいたしましたとおり、組合の資産や債権・債

務の整理状況、補助金返還資力の有無などを見きわめ、

未収金債権の回収に向けて全力で取り組んでまいる所

存であります。 

 次に、県道野田長内線の整備見通しについてお答え

をいたします。 

 現在、小袖地区から大尻地区までの延長約３キロ

メートル間について、幅員狭小の解消のため、道路改

良事業を進めている状況にあると、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。 

 また、今年度は、測量設計に着手するとともに、自

然環境の保全や景観に配慮しつつ、安全な通行を確保

することを目的に、関係者を交えた懇談会により意見

交換を行っており、来年度の工事着手、平成25年度の

事業完了、これを目指していると伺っているところで

もあります。 

 市といたしましても、整備促進が図られるよう協力

してまいりたいと考えております。 

 次に、市道上長内日吉町線の歩道設置についてお答

えをいたします。 

 来年度の整備の見通しと予算規模についてでありま

すが、国の来年度予算編成において公共事業予算の大

幅な削減が予想されており、予算規模について明言す

ることはできませんが、引き続き事業の推進を図るた

め、国の動向を注視し、予算確保に努めてまいりたい

と考えております。 

 なお、現在、全体計画延長2,700メートルのうち、

昨年度約250メートル、今年度約1,000メートルの工事

を進めているところであります。 

 次に、市道天田内三日町線の整備についてお答えを

いたします。 

 ご指摘の旧たたら館前は、観光バスやトラック等の

大型車の通行が多い箇所でありますが、道路幅員が狭

く、車両同士のすれ違いなどに支障を来していると認

識をいたしております。 

 現在、測量調査を終え、実施設計に取り組んでいる

ところでありますが、今後地域住民への説明会や関係

機関との協議を行い、工事着手に向けて取り組んでま

いりたいと考えております。 

 次に、市道内間木線についてお答えをいたします。 

 当該路線は、合併時の計画に基づき事業が進捗中で

あり、全体延長約2,280メートルのうち約970メートル

が整備済みであり、その進捗率は約42％になっており

ます。今年度も引き続き整備を進めており、早期完成

に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、市道間木平線についてお答えをいたします。 

 当該路線の舗装のひび割れが見られることについて

は、道路パトロールにおいて認識いたしておりますが、

舗装面及び道路擁壁には大きな変状が見られないとこ

ろでもあります。今後とも状況を注視しながら、維持

管理に努めてまいりたいと考えております。 

 また、本路線の改良整備に当たりましては、岩盤掘

削や河川護岸の築造など多額の工事費が見込まれます

ことから、現在整備中の市道川又橋場線等の進捗状況

を見ながら整備手法等について検討してまいりたいと

考えております。 

 次に、道路除雪対策についてお答えをいたします。 

 今年度の除雪会議につきましては、先月25日に開催

したところであり、昨年度と同様に直営及び各業者か

らご協力をいただきながら円滑な除雪に努めてまいり

たいと考えております。 

 なお、除雪路線は年々増加するとともに、公共事業

の減少等から除雪機械の確保が課題となっており、除

雪ドーザのレンタルや業者からのオペレーターの確保

等を図り、万全を期してまいりたいと考えております。 
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 後に、久慈湊地区の下水道整備についてお答えを

いたします。 

 当該地区の現在の整備状況は、久慈市消防団第２分

団第１部屯所付近まで整備を終え、供用開始している

ところであります。 

 今後の延伸の見通しにつきましては、現在整備中の

幸町、寺里及び旭町地区の進捗状況を見ながら、逐次

整備を図ってまいりたいと考えております。 

 以上で、政和会代表、佐々木栄幸議員に対する私か

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、佐々木栄幸議

員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、新市営野球場の整備計画についてでありま

すが、さきの新政会代表、澤里議員にお答えいたしま

したとおり、現在、市内６カ所の候補地について、野

球場建設の可否を判断するために基本調査を専門業者

に委託しているところであります。 

 後に、小中学校の統廃合についてお答えをいたし

ます。 

 学校再編につきましては、さきの新政会代表、澤里

議員にお答えいたしましたとおり、これまで２校の統

合が行われ、さらに平成23年４月には日野沢小学校の

統合が決定されております。 

 また、本定例市議会に繋小学校の統合について提案

しているところであります。 

 その他の小中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、学校再編の基本方針に基づ

き進めてまいりたいと考えております。 

 以上で、政和会代表、佐々木栄幸議員に対する私か

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。

13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  いろいろ詳しく答弁いただ

きましてありがとうございます。それでは、何点か再

質問をさせていただきます。 

 一つ目は、６番目の「のるねっとＫＵＪＩ」につい

てであります。 

 デマンド導入は考えているようですけども、過疎地

に向けた方法としては確かにいいと思うんですが、全

国を見た場合に全体でやっているところもあります。

やはりこれは老人の足を確保する方法とか、それから、

あとは住民の外出を自由にできる、それから、高齢化

における地域の足の確保、地域の活性化、また、元気

な生活の形を実現する、いわゆる自由往来的な生活が

できる方法として全国でかなり使用されております。 

 そこで、久慈市でも実験等はしているようですけど

も、さらに来年度そのような全体についての試乗をや

ってみる必要があるんじゃないかなと、そして、その

二、三年後には、二、三年後とは言わず、来年なり、

再来年なりには全体的な形でやっていったほうが経費

節減につながるのではないかなと思っておりますので、

その辺のもっと詳しい考え方をお聞きしたいと思いま

す。 

 それから次は、ごみの減量についてでありますが、

ごみの有料化、また、レジ袋の削減、有料化について

は検討されているようにお伺いしまして、それについ

ては安心したり喜んでおります。やはり岩手北部広域

環境組合が平成27年度に開始するわけですけども、そ

れに向けての久慈市の経費を削減するためにも、ぜひ

やはりこの施策は必要じゃないかなと思っている観点

で今度質問しております。 

 この間、教育民生常任委員会で小樽のほうに視察に

行ってきたわけですけれども、そこでは委員会等を立

ち上げて、１年半ぐらいかけて実施しておりました。

そこでは、例えば、ごみ袋の有料化ですけども、５種

類袋がありまして、５リットル、10リットル、20リッ

トル、30、40と、１リットルにつき２円という形で、

５リットルであれば10円、10リットルであれば20円と

いう有料制にしておりまして、その得たお金はごみ収

集に関するサービスに向けて住民に還元しているとい

うことであります。このようにすることで、かなりの

パーセンテージの削減をしているということでした。

そこでは、もらってきたんですけれども、地域によっ

て色別、それから、曜日によって色別、５種類のカレ

ンダーをつくって、全地区に配布しております。 

 このようにして徹底しておりましたので、いいとこ

ろはやはり参考にして、減量化を図るなり資源化を図

るなり、燃えるごみ、それから、燃やすごみ、それか

ら、資源ごみ等を分別していくことによってかなりの

経費が削減できることと思いますので、そういうふう

な意味においてもう少し考えて、検討しているのであ

ればその辺をお聞きしたいし、また、そのような方向
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で持っていってほしいなということで、再度質問させ

ていただきます。 

 それから次は、火葬場についてでありますけども、

広域の連合のほうでは決定したように聞いております

し、そして、今答弁にありますように、25年から開始

するんだということでありますけども、ただ、いろい

ろな経緯がある中で、久慈市民の中でも、まだ現在の

位置、宮城球場のところに来た経緯に疑問を持ってい

る市民が多々多いように聞こえてきますので、その経

緯がこの間の市政調査会の中での勉強会の中で聞いた

中の話より、もし情報がありましたら、やはり市民に

理解できるような答弁をお聞きできればいいなと思っ

ております。 

 それから、12番のいわて森のトレーについてであり

ますけども、県との打ち合わせというか、県と相談し

ながらという新聞紙上でのコメントがありました。ど

のような県との相談をしてきたのか。それから、前に

７対１の割合というのもありました。それについてや

っていくのか、どのような相談をしているのかお知ら

せ願いたいと思います。 

 それから、14番の市道上長内日吉町線についてであ

りますけども、確かに国のほうも財政も厳しいようで

ありますけども、それはそれとしてではありませんけ

ども、やはり住民の気持ちを考えると、今道路事情が

悪くというか、産業道路化になって往来が激しいです

ので、やはり早急に歩道設置を要望しているのが現状

ですので、その辺を厳しい中でも努力しながら、早期

完成を目指した考え方をお聞きしたいと思います。 

 それから、 後に、新市営野球場の整備についてで

あります。 

 今、前の議員さんにもお話したということで、市内

６カ所という答弁がありました。 

 ただ、６カ所は前の議会のときも聞いておりますが、

何で６カ所の候補地が上がらないのかという疑問点も

あったりで、できればこの候補地をお聞きできれば一

番いいんですけども、もしできなければ、例えば、小

久慈地区とか、大川目地区とか、山形地区とかという

地区名だけでもお知らせ願えれば、非常に皆さん関心

持っていると思いますので、そんな感じだけでもお聞

きしたいと思います。 

○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）  私のほうからは市民

バスの関係についてご答弁申し上げたいと思います。 

 デマンドバスの導入にかかわりましては、来年度以

降１地区について導入をしたいという今考えを持って

おります。議員ご提言のようなところもいろいろ考え

てみましたが、実は私どものような代替バスとしてコ

ミュニティバスを走らせている場合、いろんな全国の

成功事例もありますが、即成功事例が久慈市に合致す

るかというと、これはなかなか難しいという現状がご

ざいます。それらを考え合わせながら、どうあれば久

慈市民の足を守れるのかという立場に立って、私ども

のほうでは市民バスの運行を考えたところでございま

す。 

 今回デマンドバスそのものについては、いわゆる一

般的には言葉は悪いんですが、突っ込み線というんで

すが、行って帰ってくるという１路線しか、一つの道

路しかないところでの今回設定というような考え方を

持たせていただきましたけれども、これについてはな

かなか利用者にとっても利用しづらいというふうなお

話も賜っておりましたし、そういうところで、いかに

して折り合いをつけるかということでの試みで、デマ

ンド方式を導入したということで、ぜひご理解を賜り

たいと思います。今後につきましても、先ほど申し上

げましたとおり、市民の足を守るということで、何と

か市民バスの運行については努力してまいりたいとい

うふうに考えておりますので、市内どこかの地域でこ

ういう方式を導入すればいいということの地域があれ

ば、また、それについては検討してまいりたいという

ふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  まず、ごみの減量化

についてお答え申し上げます。 

 岩手北部広域環境組合での市町村の負担割合は、10

分の１を均等割として10分の９をごみ等の処理割量に

よって負担割合が決まっていくことになってございま

す。それで、建設費にかかわっての部分については、

平成19年度から償還費も含めてでございますが、平成

19年度から平成24年度の処理量割によって負担割合を

決めるということになってございます。 

 また、岩手北部広域環境組合地域循環型社会形成推

進地域計画において、このごみの有料化について、
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「構成市町村が共通の協議の場を継続して持って、ご

みの有料化を実施する方向で検討を進めるもの」とい

うことになってございます。 

 それで、そのほか議員からは小樽の状況等でもって

質問を受けたわけでございますが、ちなみに北上市で

は指定袋、４種類において有料化を図っている。ちな

みに、10リットル袋では15円、20リットルでは31円、

30リットルでは47円、40リットルでは63円というよう

な形で、この有料化を進めているということでござい

ます。 

 そして、久慈市では、有料、減量化に向けて、平成

24年度からその他プラスチック製容器包装の分別収集

を久慈広域管内の市町村で実施に向けて今検討を進め

ている、そういう状況にございます。 

 次に、火葬場についてのご質問にお答えいたします。 

 さきの市政調査会でもご説明申し上げましたが、平

成21年の９月に久慈広域連合から推薦依頼がございま

して、市から４カ所を久慈広域連合へ推薦を申し上げ

ました。その後、久慈広域連合から口頭によりまして、

優先順位をつけてほしいという要請がございまして、

市内部で検討を加えて、平成21年11月10日付で、一部

道路が狭隘であるなど交通アクセスの問題もあります

が、現火葬場を適地として久慈広域連合へ推薦したと

ころでございます。その後、久慈広域連合では21年の

12月17日、衛生部会、これは部課長会議でございます。

それから、22年の１月６日、運営委員会、これは副市

町村長会議、そして、１月15日の連合長、副連合長会

議に久慈市から推薦のあった４候補地の中から現火葬

場を優先適地とする決定通知があったと、そして、一

候補地だけでは建設候補地として比較できないことか

ら、久慈広域連合で民地を中心に候補地を探索中であ

ることを報告し、了承を得て、その後、図面、現地踏

査により選定していって、３月初めに３町村長に対し

て口頭により３カ所の地点を示し、比較検討している

旨を説明し、 終的に３月26日の連合長、副連合長会

議において合意決定されたと、久慈広域連合から伺っ

ているところでございます。 

 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）  いわて森のトレーに関

してのご質問にお答えをいたします。 

 県との打ち合わせ内容でございますけども、いわて

森のトレー生産協同組合から、いかにしたら市が有し

ている債権を回収できるかなどについて金融団の組合

等から情報を収集するとともに、資産や債権・債務の

整理状況について意見交換をしているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  上長内日吉町線の歩道整備

にかかってのご質問をいただきました。 

 議員ご指摘のとおり、この路線、大型車両が通る等

危険な路線ということは認識してございます。現在、

長内中学校の校門前の両側、それから、校門から日吉

町寄りの部分について工事を今進めているところであ

ります。この中で、いろいろと地権者との交渉の中で、

まだ用地の取得に至っていない部分も相当ございます。

そういった中で工事を進めているわけでありますけれ

ども、現在、20名の方々と契約を締結をいたしまして、

今進めているところでございます。お正月等の帰省の

ときにあと５人ほどと、また契約が結ばれるような状

況にもなっておりますので、いずれ用地交渉等に誠意

を持って当たってまいりたいというふうに思っており

ます。いずれ今後の事業の推進については、鋭意努力

してまいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  野球場の候補地６カ所に

ついて、その地区名だけでもと、お知らせ願えないか

というご質問でございますが、前にも教育長から申し

上げておりますとおり、現在、基本調査の段階でござ

いまして、候補地を６カ所調査中ということでござい

ますので、箇所についてはお知らせできないと考えて

おりますが、いずれにしましても、利用者、年齢層等

を考えた場合に、小中学生の割合が結構高いというふ

うなこともございますので、遠隔地ではないほうがい

いということで選定したところでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  ただいま答弁いただいたわ

けでありますが、６番の「のるねっとＫＵＪＩ」につ

いて、再度検討の余地があると思いまして質問します

けども、やはり経費節減を考えると、例えば、デマン

ドタクシーというやり方もあるようです。全国ではい
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ろんな、これはその地域地域によって、これはこうだ

というのはないようです。いろんな形を取り入れなが

ら経費削減と、それから、高齢者等の足を確保すると

いう意味合いの中で進められているのが現実だと思い

ます。それを、久慈に見た場合でも、やはり久慈の場

合も南北東西に広く伸びているわけでありますので、

さらにその辺を細かく運行経路を考えると、経費節減

につながるのではないかと思いますので、今からでも、

また、来年からでも試乗・試験を試みてはどうかなと

思います。 

 それから、ごみの減量ですが、今北上市の例も取り

上げられましたが、いずれ経費節減には間違いないと

思いますので、レジ袋に関してはやはり業者との協定

が必要だと思われます。市内のスーパー等の協力があ

って、そして、協定に行き着かないと、これは実現で

きないと思いますが、いずれいろんな形を試みながら

有料化に向けることによって市民の意識が違ってくる

と思いますし、全国でもそれが意識につながって削減

されたり、いい効果をもたらしているのが事実だと思

いますので、レジ袋の削減に向けた有料化なり、それ

から、事業者との交渉の考え方、話し合い、考え方に

ついてお聞きしたいと思います。 

 それから、いわて森のトレーですが、今相談中とい

うことでありますが、目処がわかるかわからないかわ

かりませんが、いつごろを目処にしながら、いつまで

も長くやっていればいいというものじゃないと思いま

すので、目処を立てながらいくべきじゃないかなと思

いますので、また再度お聞きしたいと思います。 

 それから、野球場についてでありますが、どういう

ふうな形でも場所は教えられないというもので、残念

でありますけども、いずれ皆さんが使いやすい場所、

効率のいい場所、また、いろんな意味で使い勝手のい

い環境なり、道路事情のいいところ、また、これは前

にも私話したことあるんですけども、田んぼとか畑と

か、そういう場所を購入するよりは山間地、山等を利

用して造成したほうがより安価に済むのではないかな

と思いますので、さらに再度その辺の考え方をお聞き

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）  市民バスの運行につ

きまして、デマンドバス、あるいはデマンドタクシー

の導入の考え方を議員のほうからお披瀝いただきまし

たけれども、私どもといたしましても、やはり利用実

態に見合った車両の運行というのは大前提だというふ

うに考えております。 

 ただ、来年度から即というわけには、今の段階では

なかなか難しいところもありますが、この定例議会終

了後、各地区に入っての地区住民との懇談、説明会等

も予定しております。そういうところでの皆さんの利

用のご希望等もお伺いしながら、今後そのような対応

については検討してまいりたいと、こういうふうに考

えます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  ごみの減量化にかか

わってのレジ袋の削減等への取り組みについてでござ

いますが、今年度は10月１日から10月31日までという

期間を限定しまして、全世帯に回覧、チラシを配布し

てＰＲに努めているところであります。内容について

は、「久慈市はマイバッグを推奨します」「買い物に

はマイバッグを持ち歩きましょう」と、それから、

「３Ｒの推進月間です」というような形のものをチラ

シにしてＰＲに努めているところでございます。 

 また、市内の事業所に対しましては、店内放送等に

よって来店者へのＰＲをしていただくと、それから、

レジでの声かけをしてほしいと、それから、マイバッ

グの持参の呼びかけをしてほしいと、それから、環境

に配慮した商品コーナーの設置など環境に配慮した買

い物が促進されるような売り場づくりについて配慮を

していただきたいというような形で、そのほかに店内

へのポスターの掲示等、市内の小売業者の方々にお願

いをしているところでございます。 

 そして、 後に、レジ袋の有料化については、市長

からもご答弁申し上げましたように、ごみの有料化に

あわせて今後検討してまいりたいというように考えて

おります。 

 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）  いわて森のトレーに関

して再質問をいただきました。 

 解決の時期の目安、工程ということでございました。

これには私の考えでございますと、２年以内には解決

に向けて市が全力で取り組んでまいらなければならな

いのだろうと、そのように思ってございます。なぜ期
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間、２年程度というお話になるかと申しますと、金融

団が持っている債権がございますけども、それら工場

財団にございますけども、それらを法的手続をもって

競売等にかけていくんだろうと、金融団が回収に法手

続をとっていくんだろうと、そのように認識してござ

いますので、そのような時期になるのかなと、そのよ

うにとらえているところでございます。 

 したがって、市といたしまして組合がどのように整

理するかも含めまして、法的手続をとれるかどうかと

いうことを検討してまいらなければならない、そのよ

うに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  野球場の選定についての

土地の田んぼとか畑よりは山間地のほうが安価ではな

いかというようなお話をいただきましたが、まさにそ

のとおりでございますが、そういったことをいろんな

土地の条件とか、あるいは周辺の状況、あるいはいろ

んな規制等を見ながら、総合的に判断して６カ所を選

定したわけでございまして、さらに現在その６カ所に

ついて、経費の事業費といいますか、経費が大きな要

素になるわけでございますので、土地の用地の買収費

等、また、事業費、工事費等を総合的に見て、どれが

経済的によいのか等を検討中でございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  それでは次に、新年度予算

についてでありますが、２番の地域医療確保対策貸付

制度についてでありますけども、これに関して、例え

ば、そろそろ高校３年生の進学、就職、進路等が決め

なきゃならない時期でありますが、その中で、高校等

に恐らくＰＲなんかしているんじゃないかなと、説明

等に伺っているんじゃないかなと思われますが、もし

しているのであれば、学校から等の反応、また、生徒

たちからの意見とか反応とかありましたらお願いした

いし、もししていないのであれば当然ＰＲをしなきゃ

ならないんじゃないかと思いますので、その辺の考え

方をお願いします。 

○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）  ただいまご質問いた

だきました、いわゆる医師確保対策に係る部分であろ

うかというふうに思っておりますが、私どもも医師の

確保は、現在、全国的に少ない中でどうするかという

ことが問題であります。その中にありまして、条例等

制定しその確保に努めているところはでございます。 

 医師の確保に当たっては地元の医師をどうふやして

いくか、その方々の何割を地域に残していくかという

ことが大きな課題であろうというふうに思っておりま

す。 

 今議員のほうからお話がございましたように、この

夏に久慈高校、東高校に進学する子供たちに対して奨

学金の制度等についてのチラシを配ったところでござ

いますし、今予定しておりますのは、今度は中学校、

高校も含めて、その奨学金制度に係るポスター等の掲

示を予定しているというところでございます。 

 いろんな場面を使いまして、いわゆる県の保健所の

関係もございますし、それから県立病院の医療懇談会

等、地域医療を考える懇談がたくさんございますが、

その場面等においても周知をしているところでござい

まして、何とか地域の多くの方が何名かが医師になっ

ていただくということで、地域に残ってもらうことを

願っているとこであります。 

○議長（宮澤憲司君）  ６番藤島文男君。 

○６番（藤島文男君）  政和会の佐々木栄幸議員の一

般質問に関連して、私から３点についてお伺いします。 

 その一つは、５番目の公民館等施設の安全設備につ

いて、次が、番号で言いますと15番目の市道天田内三

田町線の整備について、三つ目が久慈湊地区の下水道

の整備について、この３点について順を追ってご質問

させていただきます。 

 公民館施設の安全設備については、私はこの結論か

らわかりやすく申し上げますと、この前、つい11月13

日の、もうつい 近の話ですが、大川目町のまちづく

り協議会と大川目公民館共催による第34回目の郷土祭

がありました。その２日目の第27回青少年意見発表会

ということで大川目小学校の６年生の生徒さんが意見

発表したわけですが、大変感動しました。私なりに公

民館についてはいろいろ行政のほうからも配慮してい

ただきながら、ほとんどもう問題なくすばらしくでき

上がったというふうに自負しておりましたし、また町

民の方々もそのように感じておったはずです。 

 ところが、その意見の中に、タイトルは「本当のバ

リアフリー」ということでご意見の発表がありました。

その中身というのが家庭、家族あるいは学校での体験
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からかその区別はわかりませんが、ときどき公民館に

来て利用しているときに、お年寄りの方あるいは体の

不自由なお年寄り、あるいはちっちゃな子供たちが公

民館に出入りする際大変苦労しているのを何回か見か

けてます。もっとお年寄りとか体の不自由な人に優し

く出入りできるような手すりか何かがあれば大変いい

と思います。という趣旨のお話でした。 

 小学校６年生の子供たちがそういう目線で社会の、

あるいは地域の実態というものを見つめているんだな

ということで大変驚きましたし感動しました。そうい

う意見が同じく19日の社会福祉協議大会にも私、出席

する機会がありましたので、そこでもいわゆる福祉の

作文コンクールの入賞者の方々の小学校、中学校ある

いは高校生の方々の代表の意見発表がありましたが、

その多くの方々の意見はやはり介護とか地域の問題と

いうのに非常に興味を持っている。いいことだなあと

思いました。それがやはり大人だけの社会から見て是

非論を論じることも当然必要です。あるいは予算がど

うとかこうとかいう経済論も大切です。 

 ただ、何らそういうことに視点は関係なく、素直に

子供の世界から見た社会の実態、地域の実態というも

のについて、我々は当然こたえていく必要がある。そ

のように私なりに感じたところであります。せっかく

小さな子供あるいは小学生が述べる真心のこもった本

当の意見というものが、やはり行政の中にも取り組ん

でいただく姿勢を示してもらいたい。私なりに公共施

設という大きい概念で調査するんであれば、たしか該

当するは90数カ所あるはずです。それを全部とか点検

してすべてに補修云々ということではなくして、身近

な問題から、優先順位もあるだろうし予算の問題もあ

るでしょうが、時間をかけて結構だと思いますが、何

とかこの小学生の意見というようなのの一端が社会を

あるいは地域を介護の世界を変えていく、そういう意

見になればいいなということで取り上げさせていだた

きましたので検討していただきたいと思います。 

 次に、二つ目の市道天田内三日町線の整備について、

特に前の、何回か前の議会でもご質問申し上げました

が、三日町のたたら館のところの入り口、あのＴ字路

が非常に狭くて、バス、大型等の出入りの際、それぞ

れの対向する場合に大変苦労しているということを見

かけることがあります。 

 また、現実に、私も詳しい事故の内容はわかりませ

んが、建物の屋根の一部に、すれ違いの際接触したと

いう物損事故のようなのもあったようです。いずれこ

こは備前組のお祭りの山車の出入りの際は、これは１

年に１回だけですからいいですけども、大変苦労して

おります。あるいはまた、観光バス、大型車両等が出

入りする場合非常に不便、不自由を感じているので、

何とかここの改修は、建物全体の見直し、たたら館そ

のものは果たしてこれからまだ必要であるかどうかと

いう当然議論があるはずですが、私なりに素人の目で

見ても、もはやその使命感は終わっている、建物は古

くなって木造ですから、解体して一向差し支えないと

私は思っております。それぞれ地域の方と検討しなが

ら早急に善処していただけるようお願いしたいと思い

ます。 

 ついでに、もう一気に３点目にいきますが、久慈湊

地区の下水道整備についてお尋ねします。 

 ここは市長の答弁にもありましたが、消防第２分団

第１部ですか、あそこの屯所のとこまでは下水道も整

備されていますが、それから向こう、大崎町、通称夏

井駅前付近までが手がついてないというので何とかこ

れを下水道の整備については全力を尽くしていただき

たい。 

 先ほどのお話の中にやや希望の持てるようなお話あ

りましたが、具体的に目標を設定されたご答弁いただ

ければ大変助かるな。 

 と申しますのは、今いわゆる火葬場の移転等の問題

についてもそれぞれ皆さん関係者が苦労して進めてい

るわけですが、予定計画どおり宮城球場のほうに移転

ということになりますと、地割番地で言うなれば、結

局夏井地区がごみから火葬場からすべてがあそこに集

中していく、そういう点での心情は、私もそこに４年

半ばかり現実に住んだことがありますから、その実態

と心情はよくわかります。何とかそういう施設が移転

されるからの特別な手当てだとかあるいは真心だとい

う問題は、それは別の問題ですけども、どっかの中に

地域の方々に対するひとつの励ましとお願いという意

味含めても、置き去りなおざりにしないで、もう一度

あの久慈湊地区の下水道工事については、ある意味で

優先的に取り組んでいく姿勢を見せていただきたい。 

 以上、３点を質問いたします。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  公共施設全般にというふ
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うなお話でございましたので私のほうから答弁させて

いただきたいと思います。 

 老若男女を問わずにいずれみんなで使う施設、これ

のあり方を考えるということはいずれノーマライゼー

ションと言いますか、ユニバーサルデザインていいま

すか、その理念に沿った、いわゆる久慈市が掲げてお

ります基本構想、これの理念に沿った考え方であって、

非常に地域の理想の姿に近いと考えております。 

 それで、このような子供さん方の意見をこうやって

実現することは今議員もご指摘のとおり、私らの社会

のいわゆる使命だというふうにもとらえております。 

 これは地域と一体となりまして、いずれ地域を主体

とした、そしてそれに対して行政もそれにかかわって

いくようなスタイルで、そしてその地域の皆さんに沿

った、本当にそこに合ったような格好の公の施設って

いうのは本当に望ましいと考えておりますので、いず

れ議員もおっしゃいましたけれども、一気にと、一気

にというわけにはいきませんけれども、いずれ少しず

つでもそのような形で実現していければいいなという

のは同じような考え方でございますのでご了承願いま

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）  市道天田内三日町線の整備

にかかわって、たたら館前の拡幅の見通しということ

であります。これにつきましては、市長からもご答弁

申し上げたとおりでありますけども、測量調査は実際

終わっております。現在実施設計に取り組んでおりま

すけれども、今月中には地元の方々の説明会を開催し

たいというふうに考えております。 

 ただ、たたら館の解体と申しますか、それにつきま

しては関係部局ともまだ調整中でありますのでご了承

いただきたいと思います。 

 それから、湊地区の下水道整備についてであります

が、これにつきましても市長からご答弁申し上げたと

おりであります。 

 ただ、現在、工事中の幸町地区があと二、三年ほど

で終了するのではないかというふうに今思っておりま

す。 

 ただしかし、今後の厳しい公共事業の予算等考えま

すと、具体的にいつから実施するというふうなお答え

ができかねるところでございますので、大変恐縮であ

りますけども、いずれ早期に着手できるよう努めてま

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）  ７番砂川利男君。 

○７番（砂川利男君）  佐々木栄幸議員の質問に関連

して３点ほどお尋ねをいたします。 

 戸別所得補償制度について先ほどお答えをいただき

ました。営農計画書、所定の交付金の申請等が23年度

から戸別所得補償制度を受ける場合は必要なんだとい

うお答えをいただきました。 

 こういう計画書というものは、それに参加を希望さ

れる方がみずからがその営農計画書あるいは所定の交

付金の申請書、こういうのをやるのが基本でしょうけ

ども、現実は行政のほうで指導しなければならんだろ

うというふうに思いますが、そこのところ簡単にご説

明をお願いをいたします。 

 この戸別所得補償制度というのは水田対策で言われ

てきたわけであり、品質のよい米で大規模生産者向け

の制度と理解してきたところでございますが、このこ

とがはっきりと裏打ちされたに等しい報道が 近出さ

れました。それは農水省が平成23年度から本格実施す

る戸別所得補償制度に当たり、水田農業者の規模拡大

の取り組みを支援する。農業・農村の振興を両立させ

るために水田農業者の構造改革をするために規模加算、

品質加算をすると言い出してきたところであります。

このような方向性が打ち出されると久慈市の農業生産

者は戸別所得補償制度を受けていくには水田の規模拡

大、生産性の向上、品質の向上に取り組まなければな

らないことになるだろうと思います。果たしてそのよ

うな取り組みができるだろうか。９月の議会で申し上

げたとおり、やませの常襲地帯の久慈市では現状維持

が限界ではないだろうかと思います。久慈市にも水田

協議会があるやに聞きますが、協議会ではこのような

現状に対してどのような認識を持っておられるのかお

尋ねをいたします。 

 戸別所得補償制度は、平成23年度からは畑作物にも

戸別所得補償制度を対象にしていくということで、そ

の単価も報道されております。数量払いの単価として

はソバ45キロ当たり１万5,300円、裸麦60キロ当たり

7,620円、菜種60キロ当たり8,520円、二条大麦50キロ

当たり5,320円、六条大麦50キロ当たり5,500円。営農

を継続するための 低限の助成面積払いは各作物とも
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共通で10アール当たり２万円とするなどとされておる

わけですが、このような方向性というものは当然国、

県から久慈に対しても通知があろうかと思いますので、

どのようにとらえておるのかお尋ねをいたします。 

 次に、市道内間木線についてお尋ねをいたします。 

 この路線につきましては、先ほどの答弁で、合併協

議中の中でされてきたものが現実工事をやってきたん

だというお話をいただきました。したがいまして、こ

の件について深く申し上げるつもりはございませんが、

問題は、同じその計画をされた中に間木平線につきま

しては17年から21年実施として道路概略調査費が300

万という説明を受けておったものが、再三お尋ねした

ときについては、いや、どうもそれはちょっと理解に

苦しむような答弁がございましたので、同じ時期にこ

れもそういう道路概略調査費というのがついてござい

ますので、実際に調査をなさっていないのであれば同

様に考えていただきたい。 

 それから、間木平線についてでございますが、これ

は平成18年度の豪雨災害により多大なる影響が出たに

もかかわらず、市当局の迅速かつ的確なる現状復旧を

いただきましたことに日々大変感謝をしてまいりまし

たが、しかしながら、残念なことに、この間木平線に

つきましてはいまだもって現状復帰に至らずにいるこ

とに深いご理解を賜りたい。 

 災害発生から５年もたつために、災害発生当時には

なかった道路中央部分にひび割れが生じてきたところ

でございますので、今後豪雨等が続いていくことにな

れば、恐らくこの道路の中央部分から大崩落が起こる

恐れを感じるわけでございます。これがそういう状態

が起きると同じ小国の地区の中でありながら女供地区

に行くには交通は完全に遮断される。したがいまして、

女供地区に行くには日々の生活はすべて旧久慈市経由

でなければ用を足すことができなくなる状況になりま

すので、早急なる対策をいずれ考えていただきたいと

いうことをお願いします。 

 それから、先ほどの癩癩以上です。とりあえず。 

○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つ

いて３点のご質問をいだたきました。お答えを申し上

げたいと存じます。 

 まず、１番目の加入の件でございますけども、今年

度も加入する農家は国に直接申し込むことになります。

久慈市の場合は岩手農政事務所に直接申し込むことに

なってございます。 

 それについては今年度、市のほうといたしましても

農家を支援して加入促進を図ったところでございます。

来年度についてもそのように進めてまいりたいと考え

てございます。 

 ２番目の23年度以降の戸別所得補償制度でございま

すけども、国は当初23年度以降本格実施するというこ

とだと私は理解してございましたが、このごろのマス

コミ報道等でしっかりとしたところが出てないような

気がいたします。 

 それで、先ほど砂川議員おっしゃった方向性の大規

模農家に集中させるんだと、そのような報道は確かに

私も見てございますけども、ＴＰＰとの兼ね合いでど

うなるのかなとそういう心配はしてございます。 

 それで、久慈市水田農業推進協議会はどのように判

断しているかということでございましたけども、久慈

市水田農業推進協議会は市の行政組織でございません

ので、答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。

ご了承願いたいと思います。 

 ３番目の来年度始まると言われている畑作物の数量

払いの概算要求単価等について、国から通知があった

のかということでございましたけども、現在はござい

ませんで、今月の17日にその会議があると、そのよう

に情報を得ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  市道間木平線、それから内

間木線にかかわってのご質問でありますけども、お答

えを申し上げたいと思います。 

 まず、市道間木平線にかかわって、平成17年から平

成21年の計画に計上された300万の調査費、この件で

ございますけれども、これにつきましては合併前の山

形村村政発展計画の基本計画、これに市道間木平線の

調査費が300万計上されているというふうに認識して

ございます。 

 合併後の平成18年度の事業の中で内間木線の工事が

行われてございます。で、これにつきましては当時の

その教育旅行こういったもの等々がちょうど活発にな

る兆しがあったものでありまして、そのためにその市

道内間木線の工事を急ぐことになったものというふう

に思料してございます。その後の過疎地域の自立促進
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計画、これがいわゆる過疎計画になるわけであります

けども、その過疎計画を計画する際に内間木線とそれ

から外川井線、こういった新たな路線等が登載をされ

まして、間木平線についてはその過疎計画からは削除

されたといいますか、そういったことになってござい

ます。これは軽微な計画の変更ということで登載され

なかったものというふうに思っておりますけれども、

いずれその過疎計画の全体計画というのがあるわけで

す。 

 今その起債の枠もあって、今現在5,000万程度のそ

の事業費でもって計画をしておりますけれども、それ

は路線の計画変更については軽微な変更ということで、

議会の議決を得なくても変更ができる内容になってご

ざいます。 

 そういった部分で全体のその大きな枠での市町村道

の計画の中の事業費は変わらなかったわけですが、路

線として間木平線がその計画から外れたというふうに

思っております。 

 ただ、我々とすればその間木平線を今後整備をしな

いということではなくて、例えば間木平線の整備には、

前の議会でもご答弁申し上げておりますけれども、一

応地形が急であること、岩盤が多くてですね、片側に

は川が、川又川が流れているということで非常に工事

が難しい。多額な事業費がかかると、今試算している

ところでも10億円はかかるだろうというふうにとられ

ております。 

 ただ、そういった中で内間木線については2,280

メートル、全体の計画があるわけでありますが、これ

については１億8,500万、この程度の額で終わると、

事業が終結するだろうというふうに見込んでいるわけ

です。 

 そういった部分で、全体の事業をとらえた場合にど

こを優先するかという部分で考えていかなきゃならな

いということもあるわけでありまして、そういった部

分で過疎計画から一旦その計画には登載されなかった

という事情があるのかというふうにとらえております。

いずれ、今後とも、ただいま市長がご答弁申し上げた

ように、川又橋場線等の工事の進捗状況、こういった

ものを見ながら進めてまいりたいとは思っております。 

 その道路そのものが危険なわけでありますので、私

どもとすればガードレールあるいは一部交差ができる

ような拡幅のできる場所、そういったところ等々を選

定しながら、少しでも安全な対策の中で通行ができる

ようなそういった方法等を検討していきたいというふ

うに思っておりますのでご理解いただきたいと思いま

す。 

 それから、ただいまのお話にありました、災害にか

かわって間木平線の路面のひび割れの部分でございま

す。我々が認識している場所というのは、前に砂川議

員からもご指摘いただいた場所だというふうに思って

おるんですが、小国川と言いますか川又川であります

が、そこのところは崩落して擁壁を積んで補修工事を

やっております。その付近の部分に一部道路の中央に

亀裂が入っております。ただ、これは地滑りを起こす

とかそういったような部分ではなくて、凍上災、いわ

ゆる冬の寒さでもって凍め上がった、そういったとき

に生ずるようなひび割れというふうに我々はとらえて

おります。いずれ、これは山形総合支所とも連携する

わけでありますが、道路のパトロールを強化しながら、

そういった路線の状況を確認してまいりたいというふ

うにとらえておりますので、ご了承いただきたいと思

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）  大変細かいご説明をいただき

まして、ややもすればこの間木平線の道路概略調査と

いうものは忘れ去ってしまって、そんなの知りません

よというような答弁来るかもと思って冷や冷やしとっ

たんだけども、間違いなく覚えていらっしゃるという

ことで安心いたしました。 

 今後、その道路の崩落の危険性のあるところは私が

現地を見た限りにおきましては、ガードレールをとめ

てる擁壁の下の、一番の下の部分のあたりまでも法面

が崩落してないもんですから、そういった意味で目に

見えない地盤に雨が入って道路の中央部分に細いひび

割れが生じてきたのでないかなあというふうに思いま

すので、鋭意安全を気を使っていただきながら、早急

なる取り組みをぜひ考えていただきたいというふうに

思います。 

 それから、戸別所得補償制度につきましては、水田

協は市の組織でないからご答弁はできない。当然でご

ざいます。それはそれでよろしいですが、この久慈市

の場合はやませの常襲地帯ということ、別な言い方を

するならば条件不利地域、生活することそのものは私
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は他の地域と比較して県内外、全国規模に見ても、も

うここに生活をかかわること事態がもう条件不利地域

だと私思うんです。そういった中から国の制度に恩恵

を預かっていくためには、同じようなその国の基準を

受けるだけでも初めからもう差別を受けてるに私は等

しいと思います。 

 そういった意味で、なおかつこの田んぼの生産され

る方というのは、どうしてもこのやませの気象条件に

よって非常に困難を伴っているのは、もう今がもう

大の限界だろうと思います。そういう意味から申し上

げれば、従来のこの戸別所得補償制度の一律の金額に、

条件不利地域としての加算措置を要望した上で補償を

受けるんだというような形をしてもらわなければなら

ないし、これは国や県のほうに黙ってて期待してでき

るものでは私はないと思う。みずからが住んでるとこ

ろがやませの気象条件をして、これだけの者が条件不

利をさせられてるんだというものを、それを面積と数

字を出して、したがって、従来のよその地域の反当た

りの補助に対する加算措置として条件不利地域として

も認めてもらいたい。じゃあ認めてくれなかったら何

をもってその差額の分をそういう人たちに手当をして

いくんだということを、市の農業政策として考えてい

ただかなければ私はならないというふうに思います。 

 そういった意味で、非常に注目に値する報道が 近

出てまいりました。それの一端を、さきほど申し上げ

たのは細かい数字でございます。これはもともとソバ

とか菜種に対する所得補償の数量払いというのは今ま

でなかったのが初めて出てきたということになってご

ざいます。これは、私は、ここの地域の農業生産をさ

れていくには非常に大きなものだというふうに思いま

す。 

 時間がなくなってきましたんで一方的に話をして、

答弁もらえるときはしてくればいいけども、その一端

として、秋田県では平成22年11月24日県議会に対し、

強い経営姿勢の方針が示され、平成23年度から農林漁

業振興臨時対策基金100億円を創設。国の政策の動向

にかかわらず一定の支援水準を確保し、生産者らが農

林漁業に安心して取り組めるように農業が産業として

自立できる経営体制の転換を図り、農業者の所得確保、

措置では国の助成金に変更があっても、県の重点品目

や地域特認の作物の助成水準を確保するために県独自

に支援策。こういう方針が出されてまいりましたので、

まさしくこのやませの地域は地域特認という形に私は

値するかと思いますので、ここのところを検討してい

ただきたいということを答弁をいただきたいと思いま

す。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  戸別所得補償制度について

の質問でありますけれども、いずれ一律ではなくて加

算とかそういうふうな措置っていうふうなことであり

ます。いずれ、議員おっしゃる部分も確かに承知、わ

かるわけでありますので、いずれ今後県とかＪＡ等各

農業団体ともその部分について意見交換をしながらど

ういう、例えば国のほうに要望をすべきなのかという

こと等については、今言ったように意見交換等これか

ら実施してまいりたいというふうに思います。 

 いずれ農業経営の安定あるいは食料の自給率の向上

など、そういうふうなきちっとした目的を持って戸別

所得補償制度というのは実施されるべきものだという

ふうに思っておりますけれども、いずれ議員おっしゃ

ることについては、今後ともそういう各関係団体等と

意見交換をしてまいりたいというふうに思いますので

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  14番桑田鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  佐々木栄幸議員の一般質問に

関連しまして、私からも何点か質問をさせていただき

ます。 

 初に、項目の３番目の臨港道路湾岸線についてで

あります。これは先ほどの市長の答弁にもございまし

たが、観光の拠点であります、もぐらんぴあもござい

ます。また、北日本造船等もあることから大変重要な

路線でございます。 

 半崎地区の方等から聞きますと、特にも半崎方面か

ら395に向かう場合、今の状況ですと急に波が越えて

きて大変危険だと。そういうことでセンターライン寄

り、右側を走る車もあって、交通安全上も危険だとい

う話もございます。消波ブロックの効果的な投入、そ

れから堰堤といいますか防波堤、あそこを嵩上げする

等、やっぱり早急に要求して実現に向けて取り組んで

いくべきと思います。 

 特にも北日本造船、200人もいるわけでございます

ので通勤時間、ここは大変な状況にございます。 

 また、大きなしけ等でなくても、南東なり南の風の

ときは簡単に越える状況、私も何回も見ておりますの
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で、このことについては要望すべきと思います。再度

考え方をお尋ねします。 

 あと、除雪対策についてでございます。これは、昨

年もお話をしたんですが、市道、それから国道、県道

あるわけですが、除雪の基準なり除雪回数が違うとい

うことで、市道と国道なり県道等が交差する場所、ど

うしても市道側が除雪の回数が少なかったりするとい

うことで段差ができる状況にございます。大変危険だ

ということもありますので、これらについても特に交

差点部分については除雪をきちんと対応してもらうこ

とで考えていただきたいと思います。そのことについ

てもお尋ねをしたいと思います。 

 それから、野球場の整備計画、先ほど宇部次長のほ

うからいろいろいわゆる小中学校の利用が多いことか

ら遠隔地でないこととか、次の答えではいわゆる事業

費にむだがない場所等という話があったわけでごいさ

ますが、まとめていずれ野球場といった場合にはいろ

んなことがあるかと思います。例えば風とかそういう、

水はけとかいろんなことがあると思うんですが、どう

いうことを考えてのその６カ所の選定なのか、そのこ

とについてお尋ねをしたいと思います。 

 それから、21番の小中学校の統廃合についてでござ

います。１期につきましては２校の統合、廃止といい

ますか、それがなされたということでございます。私

どもの地域、20年に統合がされ廃校となったんですが、

麦生小中学校がございます。午前中の澤里議員の質問

の中にもその転校なりといいますか、統合になって移

った子供の意見というのがございました。私も実はこ

の麦生小中学校の子供さんなり、当時の麦生小中学校

の子供さんですね、今は侍浜中学校なり夏井中学校な

んですが、そこの子供さんなり家族の方からいろいろ

こう話を聞いてみました。そしたら、聞いた方全員が

よかったと、そういうお話でございました。家族の方

から聞きましたら子供が変わったというんですね。や

っぱり大きなところに今までと違って行って、そこで

いろいろな生活も変わってるし、ある意味子供が前向

きになったと、そういうふうな話もしてございました。

お姉さん、ある子供もいるんですが、そしたら妹のほ

うがよかったよかったと言うもんで、姉さんのほうも、

実は私もそういうのであればそっちに入りたかったな

あと、そういう話もしているということも聞いてござ

います。いずれ先ほどの教育長の答弁ですと、地区住

民なり保護者の意見を聞きながら、基本方針に沿って

進めていくということですが、いずれ、今の教育委員

会でとっている方式、これもいいとは思います。ただ、

このままではなかなか進まないのかなという気もしま

す。 

 そういうことで教育委員会としましても、計画を出

してある程度は、言い方は悪いかもしれませんが強引

に進める、そういう部分も必要なのかなと思います。

そういう時期にも来てるのではないかなとそういうふ

うにも思いますので、このことについても考えをお伺

いをします。 

○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）  初のご質問は、

臨港道路の越波対策ということで、交通車の安全確保

のために早急に取り組むべきではないかというお尋ね

だったと思います。 

 議員ご指摘のとおり、ここの道路は先ほど申し上げ

ましたように北日本造船等の従業員の道路と、通勤の

ための道路と非常に重要な道路というふうに考えてご

ざいます。 

 市といたしましても、先ほど市長から答弁いたしま

したように県に強く改善を求めていきたいというふう

に考えておりますし、一部区間が海岸保全区域という

ことで、それを対策をやるとなれば市の側の責任も出

てまいりますので、その辺のあたりにつきましては十

分に県と協議をさせていただいて、できる限り早急に

改善できるように進めたいというふうに思っておりま

す。県としては 終的には湾港防波堤の完成を見据え

た道路の高さっていいますか、路盤工の高さに設計を

しているわけですが、ここに至っては状況が大分変わ

ってまいりましたんで、それを待っていてはなかなか

安全確保にはつながらないということもありますので、

ぜひ県に対して改善していただけるよう要望させてい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  今年度の除雪体制っていい

ますか除雪にかかわってのご質問をいただきました。

確かに、議員おっしゃるとおり、昨年もその市道と県

道、国道とのその交差部の部分、非常に歩きづらいと

いいますかそういったご指摘を受けております。今年

度も久慈市のエリアは借り上げ車両含めて74台、それ
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から山形町にあっては25台、合わせて99台の車両等を

もって除雪に当たりたいと考えております。 

 そういった交差部の回収については、昨年もそうで

ありましたけれども、三陸国道の久慈維持出張所です

ね、それから県の土木ともいろいろと協議を重ねてお

りまして、そういった交差部についてはいずれそうい

った状況があったらば改善というか除雪をしてもらう

というふうにお互いにそういったことをやり合いまし

ょうというふうなことを申し入れておりますし、また

そういうふうなことも状況に応じて対応するというふ

うなことも回答いただいております。 

 市としても、昨年２トンのダンプトラックを購入さ

せていただきました。そういった部分ではそういった

細い道路の交差点等もある程度回収のために除雪がで

きるのではないかというふうに思っております。 

 ただ、いかんせん久慈市内500数十キロにわたるそ

の路線をかいでいかなきゃならないということで、な

かなかそういった対応が難しい部分もあろうかと思い

ますけれども、何とか皆様のご協力も得ながら除雪を

円滑に進めてまいりたいと思っております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  野球場の件については次長

のほうからご回答申し上げますが、私のほうからは学

校再編についてお答え申し上げます。 

 桑田議員さんおっしゃるように、統合した後の子供

たちの様子、それから親御さんたちのお話等を学校長

等を通じながら私もよく話を聞いてるわけでございま

すが、まさに議員さんおっしゃったような内容でござ

いまして、やはり大きなこの集団の中で学ぶことがで

きる、切磋琢磨してるといったようなことについての

この子供たち自身のまず大きな喜びが感じられるとこ

ろがございます。それについては非常にいいことだな

あというふうに思っているところでございます。 

 それで、桑田議員さんのほうからは、市のほうから

具体的な統合の時期等をしっかり計画を示して、いわ

ば教育委員会主導と申しますか、もう少し強力な主導

型で進めてもいいんじゃないかといったようなお話い

ただきました。 

 これについては、私たちのほうでもいずれ教育委員

会としますと、私からしますと、この学校の再編って

いうのは第一には子供たちの学ぶ環境の整備、これま

ず第一に考えなきゃないというふうに考えているとこ

ろでございますから、まず先日の11月18日の山形地区

でのこのＰＴＡの方々との懇談会でもその旨をお話し、

先ほど答弁申し上げましたように、24年の４月に統合

というふうなことで考えてほしいというふうなことを

明確にお話してきたところでございまして、現在それ

について各地区で協議いただくと、いただいているも

のだというふうに考えてございます。 

 それ以外の地区についても、やはり教育委員会とし

ますと一定の区切りを持ちながら進めなければならな

いと思うわけでございます。その区切りっていいます

のはやはり、いわゆる学校再編に係る基本方針を示し

てるわけでございますから、まずはこれに則った方法

で、これで進めてまいりたいというふうに思ってござ

いますが、できる限りこの地域の方々の心情を察する

部分もやはり必要でございます。いずれこの学校その

ものが、学校教育だけではなくて地域のコミュニティ

の拠り所であったといったようなこと、これもやはり

どうしても重きを置いて考えなければならないところ

でもございますから、そういったところも斟酌しなが

ら、これからも、繰り返して大変恐縮でございますけ

ども、子供のこの学ぶ環境の整備、これを第一にしな

がらも地域コミュニティ、これらも含めて総合的に判

断しながら、いろいろとこの地域との話し合いを持っ

た中で、着々と進めていけるように努力してまいりた

いというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  野球場について、現在の

基本調査をしてる６カ所の選定の内容というようなこ

とでございますが、まず繰り返しになると思いますが、

内部で自然条件、社会条件、例えば気象とか地形、あ

るいはさまざまな規制等がございます。そういった中

で６カ所選定したわけでございますが、その中で大き

なやっぱり要素ととらえておりますのが、やはり社会

的条件っていいますか、埋蔵文化財の規制等がござい

ました。それから距離ですね、市の中心部からの距離、

先ほど申し上げたとおり遠隔地は好ましくないってい

うふうなことで、市の中心部からの距離も重視させて

いただきました。 

 それから、逆に余り市街地に近すぎてもこれはまた

環境上問題があるわけでございますので、またその辺
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も市街地、余りにも中心部は避けたというふうなこと

で、今後この６カ所について、先ほど申し上げました

とおり事業費とかいろいろな条件等総合的に判断して、

まず１カ所に選定してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  この際、暫時休憩をいたしま

す。再開は午後３時20分といたします。 

    午後３時08分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時20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。 

 関連質問を許します。21番下舘祥二君。 

○21番（下舘祥二君）  佐々木議員の質問に関連させ

ていただきまして質問いたしますが、９番の６次産業

化の取り組みについてでございます。 

 先ほど市長のご答弁で10幾つの品目があるっていう

お話ですが、それを詳しく教えていただきたいと思い

ます。 

○副議長（濱欠明宏君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ６次産業化の取り組み

についてご質問いただきました。お答えを申し上げた

いと思います。 

 先ほど市長が答弁した内容でございますけども、県

の事業により市内７経営体が現在取り組んでいると、

そのようにお答えしたものでございます。この７経営

体についてご説明を申し上げます。 

 まず、ヤマブドウ、リンゴ、搾汁残渣活用プロジェ

クトでございます。これヤマブドウとリンゴの残渣を

活用して粉末化を図るものでございます。 

 あと、山形村短角牛消費拡大研究会でございますが、

これは日本短角種を利用して活用化を図るものでござ

います。 

 あと有限会社田村牧場、これは農家レストラン等を

開店してございます。 

 あと有限会社沢菊さんでございますけども、これは

お菓子の新たな商品開発を図るというものでございま

す。 

 トライアンドというものがございますけども、これ

は天然ホヤの分析等を図って活性化を図りたいと、そ

ういうものでございます。 

 あと漁協ですけども、これは水産物加工等を開発し

てギフト商品化しようとするものでございます。 

 あと有限会社吉成食品工業ですけども、これは串刺

しなんかの商品開発するものでございます。この７経

営体でございます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  21番下舘祥二君。 

○21番（下舘祥二君）  ありがとうございました。お

伺いすればこの事業は県の事業にいろいろ市で調整し

ているっていうお話でございますが、これはこのぐら

いの品目があってまだまだ久慈市っていうのは可能性

がもっとある地域だと私は思っております。というこ

とはこの独自の、久慈市独自のこの事業展開っていう

ものが必要なんじゃないかとこう思うんですが、そう

いうお考えはあるかどうかお伺いしたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  今お話しした市内の７

経営体、これは本格的な企業、そういうものが取り組

んでいるものでございますけども、市長が常々お話し

しているとおり、海業・山業・里業、これがまさに農

山漁村の６次化なのかなとそのように思ってございま

すので、久慈市には豊かな農林水産物の宝庫でござい

ます。それを活用して今後とも取り組んでまいりたい

と考えてございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  21番下舘祥二君。 

○21番（下舘祥二君）  それを県の事業じゃなく市で

も独自の事業展開をするかどうか、これからしていく

考え、検討しながらしていく考えがあるかどうかって

いうことを私は伺ったんですが。お願いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  かなりの財源もかかる

とは思いますけども、ソフト面を含めて今後検討して

まいりたい、鋭意努力してまいりたい、そのように思

いますのでご理解をお願いいたします。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  村上部長の答弁に若干補足を

さしていただきます。 

 これまでふるさと創造基金等を創設をいたしている

わけでありますけども、これは主に企業支援あるいは

新分野支援、こういったところに無利子・無担保・無

保証の仕組みをつくって支援していくものであります
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が、この中には当然に豊かな自然の恵みを活用してい

こうと、こういった思いを込めて業を起こす、あるい

は新分野に進出をすると、こういった企業等々がござ

います。これらを今後ともこういった方途を用いなが

らも支援をしていきたいというふうに思っているとこ

ろでありますし、同時に、研究開発の部分について、

ご承知のとおり岩手大学と包括的な協定を結んでおり

ますし、それに加えてことしは東京農業大学とも締結

をさせていただきました。さまざまな方途を用いなが

ら６次産業化、私の言葉で言えば海業・山業・里業振

興のためにこれからも努力してまいりたいと考えてお

ります。 

○副議長（濱欠明宏君）  22番大沢俊光君。 

○22番（大沢俊光君）  佐々木議員の質問に関連いた

しまして何点かお尋ねをしたいと思います。 

 まず 初に、通告の２番の②のところでございます

が、説明がいただきましたんでわかりましたが、実は

私ども会派の研修で、この医療と医師確保の関係の視

察研修で28から30までの29日に藤沢町に行ってきまし

た。 

 その院長先生がたまたま県立久慈病院におられた先

生だったということで親しみをいただきながらご教示

をいただいてまいりました。先生は佐藤元美先生、院

長先生とおっしゃっておられました。 

 そこで、終局のお話をしますと、やっぱり地元の医

師を確保することが大事だよっという話がポイントだ

なあというふうに承ってきました。やっぱりこの時節

柄、先ほどは高校やら強いては中学校まで広報誌を回

したということですが、あわせてこの時期にして、や

っぱり学校に出向いてそういう考え方、芽を持った子

供さんがいるかどうか、そういうとこをこの春の１年

おくれればまた１年おくれることになるわけですし、

あわせて、もしこの地元の生徒さんで、何ていうんで

すか、医療系を目指してる、医師を目指してる予備校

等に行ってる生徒さんもいないかなど確認しながら、

やっぱりこの当初年度の中でそういう予算措置が組め

るような、ちょっとの期間なわけですから、積極的に

行政としての制度は設けたけども見てこいというスタ

ンスではなく、この時期を逃すべきではないと思いま

すが、考え方をお尋ねしたいと。 

 それから、４番のこの山根地区の振興のところでご

ざいますが、非常に、何といいますか、久慈市の奥座

敷という表現を私しますが、べっぴんの湯が栄え、山

根六郷が非常に活力を出しながらいろいろな活動をさ

れる、観光的にも交流人口も拡大しているという、非

常にいい状況なりそれが評価を得たり表彰を受けたり

マスコミに取り上げられたりしております。 

 一方、これは善意に解釈する発言ですが、当時、恐

らく村時代の時代は2,000人を超えた人口があったと

私は思うんでありますが、現在、町村別でありますけ

ども、山根町だけ408名ってなってんですが、やっぱ

り考えれば交流人口なり一時的イベントで来ていただ

くのは大変ありがたくていいことですが、この地元の

そこに住む人口が、あるいは産業がそれらと結びつく

ようにもうワンステップ、行政があってこれをすべき

じゃないのかなあ、こう思うわけです。これは地域お

こしとしてくるま市があり、先ほどはべっぴんの湯は

年間10万5,000人ですか、こういう人たちが来ておら

れると。 

 ですから、これにくるま市が何人なのか知りません

が、わかったらそんな数字も足せばかなりの数になる

と。 

 こういう人たちを日帰りやら時間でぽんと帰るんじ

ゃなくして、地場産品の、さっき言った、先ほど６次

産業の話もありましたし、部長は、久慈市は豊かな農

業産物があるところだということを言ってますんで、

それらをこの市の市長さんがやる懇談会の定例会とは

別に、こういう組織、地元を含めて意見交換をし、特

に私はこれは時期的な問題があるんですが、今団塊の

世代が山根町のみならず退職されて、次の人生設計を

されてると思うんです。恐らく山根にも数名、何名か

おると思うんです。それでそういう人たちを含めて、

次のこの地元との産業と活性化につながるこの考え方、

発想が必要だとこう思うんでありますが、その辺の考

え方をひとつお聞きしたいと思います。 

 次に、11番、宇部川の圃場整備事業、これについて

は大変県をはじめ行政機関から多大なご指導、リー

ダーシップをとっていただいて順調にことが運んでお

ります。その地形図で説明会も持たしてもらいました。

どういう順番でやればいいか私、この推進をする協議

会の会長をやれということで進めてますが、ある程度

エリアも見えてまいりました。そこの中には従来から

話してますが、国道があり鉄道があり県道があり、非

常に大川目圃場と違う部分は住民の点在、町村がまた
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がっていると。 

 こういう中で、具体的に申し上げますと、所有者の

分で三鉄の鉄道部分は久慈市の財産に移管されてます

よね。市の財産。それから、旧診療所の跡地のところ

を貸してるわけですが、あの辺もエリアに入ると。そ

れから、ほとんど農業用水河川が国道、市道に沿って

農業用水あるいは頭首工があるわけです。この辺をこ

ういう地形図が出た段階で、あるいは地権者、農地を

所有者のほうが先行してどういう方向進めればいいの

か、ある程度そういうふうなこの公的あるいは市の中

でも土木と農政課、あるいはその財産管理部署と横の

連携をとりながら、後で立ちどまったりストップした

り難問にならないような協議が必要だとこう思うもの

であります。その辺がどういうふうに考えられている

のかお尋ねをしたいと思います。 

 それから、この森のトレーのところですが、要旨の

ところには具体的にないんで、非常に市民が関心あり、

私ども心配しておりますが、この補助金の交付団体の

こういった場合の責務、通常の私は行政の債権保全、

回収とはことが違うと思うんですよね。通常、私も専

門家ではありませんが、一義的にはやっぱり交付団体

がその返還するっていうのがこれが、何ていうのかな、

義務なり責務だと思うんであります。 

 私が心配するのは、市の財務の決算書に未収金とし

て計上されていると。これらを処置していく場合にそ

の返還スキーム、決算上の経理処理が久慈市によって

る。すると県でもそういうふうな経理のあれになって

いるのか、あるいは国が、国としてのこれは債権とい

うのかわかりませんが、決算上どういうふうな経理処

理にされたりつながりが出てきていくのか、対処が金

の流れとすればいずれ国があり県があり、市が窓口に

なって交付したと。こういう流れのこの債権保全ある

いは慣習、管理というのをどういうふうに考えればい

いのか、事務的な部分でわかる部分であれ、わかる部

分をお尋ねをしたいと思います。 

 それから、13番、この県道野田長内線のところ、こ

れ県でしたですね、この線のところを整備するという

のは報道されました。でこれはずっと歴史的に市、地

域住民が願望しお願いし要望してきたところでありま

すが、ことさらにクローズアップされたのは、北限の

海女の流れがあったというふうに私思うんであります

が、あえて言えば海女ロードが早くできればいいなあ

と思っております。 

 協議する際に、県が４広域でこの県北広域振興局、

ここと協議すればことが運んだり進んだりするスタン

スの中身なのかどうか、そうだとすれば何か早く予算

化したり進めるんじゃないかという思いがありますが、

実務的にはどうなのかをお尋ねしたいと思います。 

 それから、除雪のところですが、これはひとつ市内

どこにもあると思うんですが場所は申し上げません。

行き止まり式で連檐戸数がたくさんあるようなところ

ですね、除雪するについてはひとつ工夫して、99台だ

ったですか、業者とのあれがあるということですが、

ひとつ工夫して市民を困らせないように対処してもら

いたいと。 

 それから、20番のこの市営野球場のところ、これみ

んな取り上げてるんで教育委員会一所懸命さがわかる

んですが、私、違和感を持って聞きました。 

 と言いますのは、思いつきで議員がしゃべっている

わけではないんでありますが、市営球場がどうあれば

いいかというスタンスですよね、みんなしゃべったり

考えたり心配してるの。で、県北の沿岸都市の拠点都

市としてのこの施設のあり方というのはやっぱり発想

に持たなきゃなんないと思うんです。みんながただ単

に野球場は他町村にあるじゃないかと、もうちょっと

工夫したらっていう話の中では、やっぱり市だけが背

負うんじゃなくして、他町村見たり四つの広域振興局

見ればわかるんですけども、県央・県南には県立の施

設があり、かかわりのある施設がたくさんあるわけで

すよ。ですから、そのままドーム型に多目的でもいい

んですが、場所をどうこうどうのこうのというのだけ

を先行しないで、やっぱり総合政策部っていうのもあ

りますから、そこの中でやっぱり連携をとりながら、

県の金との絡みを持ちながら、拠点市の体育施設、多

目的施設をどう位置づけるかという議論があって６カ

所というのは出てくるような進め方、私はあるべきだ

と思うんでありますけれども、この辺の考え方をお尋

ねしたい。 

○副議長（濱欠明宏君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  まず、私から宇部川の圃場

整備にかかわって、いわゆる公共、市の財産のかかわ

り中の横断的な連携をとって進めるべきだということ

でありますが、まさにそのとおりでありますので、い

ずれ各関係部局があるわけですので、そこのところは
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きっちりと連携をとりながら推進してまいりたいとい

うふうに思います。 

 それから、森のトレーのご質問でありますけれども、

国から県が補助事業者として補助金を導入をし、そし

て市がその間接事業者っていうことになるわけであり

ますけれども、その間接事業者である市が事業主体で

ある森のトレー生産協同組合に補助金を支出をしたわ

けであります。で、補助金適化法のかかわりの中では

その補助金、国から補助事業者である県が全額返還を

求められるということについてはいろいろ私らも県も

意見があるわけでありますけれども、いずれ現行の適

化法の中では国から県に返還が求められ、そして県か

ら市に返還が求められ、そして市が事業主体である森

のトレー生産協同組合に補助金を支出したわけであり

ます。 

 じゃあ、その処理はどうなるのかということであり

ますけれども、私らとすれば約15億の債権については

大限の回収の努力をして進めてまいる考えでありま

すけれども、例えば、例えば回収できなかった補助金

があるとするならば、地方自治法上は市のほうでは不

納欠損処理ということになろうかと思いますし、そし

てそれを受けながら県とすれば不納欠損処理あるいは

債権放棄を県議会のほうに提案をして議決をしていた

だくっていうふうなそういうふうなことになろうかと

思います。いずれ仮定の話でありますが、いずれ今の

段階では私らは 大限回収に努めるっていうふうな覚

悟でございますので、そのようにご理解をいただきた

いというふうに思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  私のほうからは、山

根地区の振興策と、一部になろうかどうかちょっとわ

かりませんけれども、野球場の関係について一部お答

えしたいと思います。 

 山根地区の振興策そのものについては久慈市の抱え

ている課題と、これが顕著にあらわれた地区というふ

うに考えております。先ほど市長のほうから申し上げ

ましたけれど、高齢化率が54％という相当高い状態で

の地域の活性化をどういうふうに維持し発展させるか

というところが私どもに課せられた命題というふうに

考えておりまして、なかなか妙手がなくて今日に至っ

たというとこでございますが、何とか地元の方々が気

づかない、もしくは私たちが気づかない資源、これを

発掘するということで未利用の資源開発というのも一

つの切り口かなというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、地域の方々とも懇談を深

めながら、私どもといたしましてもぜひ山根地域の振

興策、これは何とか打ち立ててまいりたいというふう

に考えております。 

 それから、野球場の関係、議員ご指摘のとおり、私

ども久慈市としてどういうまちづくり、どういうポテ

ンシャル持った市であればいいのかという観点での施

設整備というところは、ぜひこれは議論が必要だとい

うふうに考えております。そのために今現在は教育委

員会のほうではその資料ということで、どのような施

設であればいいのかというところでの観点での資料整

備をしてるということでの調査事業をしてるというふ

うにとらえております。この中の資料がまとまりまし

たらそれらを考慮しながら、久慈市としてどうあれば

いいのかということで施設整備そのものを議論してま

いりたいとこういうふうに考えておりますし、機会あ

ればいろんな場面でそういう議論を広げてまいりたい

というふうに考えておりますのでご理解賜りたいと思

います。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  地域医療に係る医師

の確保策といいますか、それらについてご提言を含め

てご質問いただきました。お答え申し上げます。 

 医師の養成をするというのは約10年を要するようで

ございます。でありますから、今このように全国で医

師が、勤務医が少ない、偏在しているという状況につ

きましては、当地域においてはふやすことはなかなか

厳しいことから辞められないような努力をしていくと

いうことが必要であろうというふうに考えております

し、また10年という先を見据えて、今後このような状

況にならないように地元からの医師を養成すると。先

ほどのご質問にお答えしたところでございますがその

養成をし、できるだけ多くの方に地元に定着していた

だくことを願うということが肝要であるというふうに

考えているところでございます。 

 議員からご提案を受けてにはなりますが、現在、高

校等にチラシ等を配布しながらその周知、啓発に努め

ているところではございますが、今後におきましては
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医学部を進学希望する者、そしてまたは予備校という

ようなお話もございましたが、地域の中でそういう在

校生じゃない方についても発掘、そしてその支援の内

容、周知するなどしながら、今後積極的に中・高校等

に出向きながらも、将来の医師、地元の医師の定着に

つながる策を進めてまいりたいというふうに考えてお

りますのでご理解願いたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  野田長内線の整備にかかわ

ってのご質問でありましたが、この路線につきまして

は岩手県が事業主体になりまして、県北広域振興局の

土木部が事業を施行するというものでございます。で、

この施行に当たって、今現在、一般県道野田長内線の

野田大尻海岸道づくり懇談会っていうものが今組織さ

れてございます。この懇談会は全部で18名で構成され

ておりますが、委員構成が行政区長さん、関係する行

政区長さんとか漁協の組合長さん、あるいは観光物産

協会の会長さんとか、あるいは市のほうの関係課長等、

こういった方々が、それから、環境省の宮古自然保護

官事務所の自然保護官、こういった方々が18名でもっ

て構成されて、その環境に配慮したそういった道路工

事をすると、改良工事をするということで県とも伺い

ながら工事を進めるということで、その整備期間が平

成25年度まででしたか、事業期間が平成22年から25年

までということでとり進めるというふうでございます。

さっき市長からもご答弁申し上げましたが、市として

もこの早期完成に向けていろいろお願いをしてまいり

たいというふうに思っております。 

 それから、除雪にかかわって市民を困らせないよう

にということでございました。先ほども申し上げまし

たけれども、いずれ市道のその除雪の指針というもの

をうちのほうで設けておりますが、そういった市道の

除雪のあり方、これについていわゆる業者さん等にも

指示しながら進めてまいるということになっておりま

すので、この点につきましてはその方針等に向けて進

めてまいりたいと思っております。 

 それから、先ほどの桑田議員に対する答弁の中で、

私、除雪の延長580キロと申しました。実際には513.6

キロでございますので、訂正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）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表城内仲悦君登壇〕 

○18番（城内仲悦君）  私は、日本共産党久慈市議団

を代表し、当面する市政課題について市長へ質問しま

す。 

 質問の第一は、久慈市総合計画後期基本計画につい

てであります。 

 一つは、後期基本計画における主要な事業とその事

業ごとの事業費を示していただきたい。 

 二つ目は、後期基本計画における地方債残高と実質

公債費比率の推移見通しを示していただきたい。 

 質問の第２は、国保医療費の窓口負担軽減について

であります。 

 このことは、議会のたびごとに実現を求めてきた課

題でありましたが、去る９月13日に国から減免に関す

る運用基準が示されました。減免した分の半額を交付

金で補助するとしています。 

 これまでの答弁では、国から基準が示されれば実施

したいということでありました。 

 国保医療費の一部負担減免について早期に体制整備

を図り、実施すべきものと考えますがご所見をお聞か

せください。 

 質問の第３は、後期高齢者医療制度の基準収入額適

用申請についてであります。 

 制度案内のパンフレットには、基準収入額適用申請

とあって、現役並み所得者で一部負担の割合が３割、

これは住民税課税所得が145万以上の方でも、次のい

ずれかの条件を満たし、広域連合が認めると一部負担

金の割合が３割から１割に変更となりますので、お住

まいの市町村担当窓口に申請してくださいとなってお

ります。 

 これは、被保険者が１人の場合は前年の収入額が

383万円未満、ただし、383万円以上でも同じ世帯の中

に70歳から74歳の国保または会社の健康保険などの加

入者がいる場合は、その方と被保険者の収入合計が

520万未満となっております。また、被保険者が２人

以上いる場合、前年の収入合計額が520万未満となっ

ております。 

 以上のような制度であります。申請手続のことを知

らずに、３割負担に泣いている人が多いのではないか、

本人の申請がなくとも該当者には１割負担を適用でき
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るようにすべきものであると考えます。 

 そこで、二つ質問します。 

 一つは、今年度の基準収入額適用申請の申請件数に

ついて、二つ目は、基準収入額適用申請かかわる周知

はどのようにされているのかお聞かせいただきたい。 

 質問の第４は、新火葬場建設についてであります。 

 広域連合長山内隆文氏から久慈市長山内隆文へ火葬

場適地推薦の依頼があったのが平成21年９月11日。文

書の末尾では、「なお、ご推薦いただきました候補適

地につきましては、当広域連合において種々検討を加

えた後に、建設予定地の絞り込みを行うものであるこ

とを申し添えます。」と書いてあります。 

 平成21年９月17日付で、市長から連合長あてに４カ

所を推薦しています。それは大川目町生出町の現在地、

侍浜本町の市有地、大川目町旧カネボウ久慈跡地、長

内町久慈地区拠点工業団地の４カ所でありました。 

 その後において、広域連合から口頭で優先地を絞っ

てほしいとの依頼がありました。久慈市では推薦した

４候補地について、重要案件であることから、想定さ

れる問題を再度久慈市関係諸各課で協議した結果、現

在地を優先適地と決定しています。 

 その結果、平成21年11月10日付で、久慈市長山内隆

文から久慈広域連合長山内隆文あてに、優先適地を大

川目町生出町の現火葬場と決定した旨の通知を出して

おります。 

 推薦理由は、一部区間において、道路が狭隘であり

道路アクセス面において難点はあるが、一つ目は、広

域住民から見て利便性に変更がないこと、二つ目は、

新規取得用地が抑えられ、市町村の負担金の低減が図

られること、三つ目は、土地所有者との事前協議から

土地取得が可能と見込まれること、四つ目は、自然景

観との調和が保たれていること、五つ目は、所有財産

の有効活用が図られることなどの利点がある。 

 一方、火葬場が移設した場合の土地の利活用は、当

該施設の持つ特性から、土地評価が低いことが想定さ

れ、利活用に制約が生じると思われることから、現在

地を決定したとしています。 

 そこで、お尋ねします。久慈市が優先適地として推

薦した現火葬場が選定されなかったことについて、そ

の根拠を久慈広域連合へ強く求めるべきものと考えま

すが、お聞かせください。 

 次に、久慈地区火葬場建設候補地比較表についてで

あります。この比較表は、一つは、北野地区民間野球

場跡地、通称宮城建設野球場跡地、二つ目は、平沢地

区資材置き場、三つ目が大川目町生出町地区現在火葬

場を比較したものであります。 

 この比較表はいつ・だれが調査し作成されたものな

のか、また比較表では土地評価や造成費の比較がされ

ていません。比較の重要ポイントが抜けているのでは

ありませんか。なぜ比較されていないのかお聞かせく

ださい。 

 質問の第５は、市道川貫寺里線、久慈高校校門前の

交差点付近の交通安全対策についてであります。 

 この付近は、登校時の混雑が激しく、過日交通事故

も発生をしております。 

 先日、校長先生とお会いしましたなら、対策に苦慮

しているとのことでありましたし、いろいろ検討して

いるとのことでありました。 

 現状は、車の出入り口が一つしかない中で渋滞とな

り、大成橋から寺里の信号まで車が連なることしばし

ばであります。 

 対策とすれば、高校用地西側と接している市道を活

用し、車を一方通行にするとか、高校北側の寺里川に

かかってある橋を渡り、久慈川土地改良区の管理する

道路に接続するとか、工夫すれば子供たちを交通事故

から守ることができると考えます。安全策について、

学校側と協議の場を持ちながら、改善を図っていただ

きたいのでありますが、ご所見をお聞かせいただきた

い。 

 質問の第６は、介護保険についてであります。 

 一つは、介護保険料の減免についてであります。介

護保険料の減免制度の拡充が求められていますし、利

用料の軽減制度に至っては設けられていない状況にあ

ります。 

 利用料の軽減について、県内他市の状況を見ますと、

平成21年度奥州市651人、1,600万円、北上市299人、

526万円など、全県で1,112人、2,400万円減額されて

います。介護保険料の減免制度の拡充と利用料の軽減

制度をぜひ設けていただきたいのであります。ご所見

を求めます。 

 次に、特別養護老人ホーム待機者についてでありま

す。 

 平成22年度３月末現在での特養への早期入所が必要

な在宅者は31人となっていますが、その対応策につい
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て示していただきたい。 

 質問の第７は、県立久慈病院の医師確保についてで

あります。 

 先日の県立久慈病院医師の講演と懇談の場は、現状

認識を新たにした貴重な機会でありました。 

 地元自治体としても、おらが病院としての位置づけ

をしっかりと持つことの重要性を強く感じました。 

 そこで、医師当の労働環境改善、医師確保対策の強

化策として、担当職員を配置して日常的に対応すべき

ものと思いますが、ご所見をお聞かせいただきたい。 

 質問の第８は、環太平洋戦略的経済連携協定ＴＰＰ

についてであります。ＴＰＰへの参加により、関税が

撤廃された場合、久慈市における農林水産物への影響

見込みはどのくらいになるのか。 

 第９の質問は、コメ農家対策についてであります。 

 秋田県五城目町では、米の収量が激減した農家に対

して10アール当たり1,000円を支援する事業を実施す

ることを決めました。 

 久慈市においても異常気象による収量減少、カメム

シの被害による品質低下、米価の下落など、コメ農家

を取り巻く状況は厳しくなっています。コメ農家への

支援が必要であると考えますが、市として独自に米農

家の減収分に対して、一部助成をする考えがないか、

お聞かせいただきたい。 

 質問の第10は、いわて森のトレー問題についてであ

ります。 

 平成16年３月３日訴訟提起から６年半余の平成22年

９月17日に判決言い渡しがあり、判決から５日後の９

月22日に、組合、久慈市、県の三者が控訴断念の方針

を明らかにしました。まさに、完敗の判決であります。 

 そこで、２点お聞かせください。 

 第１点は、この裁判の敗訴の主な原因は何かお聞か

せください。 

 第２点は、依然として組合への債権額15億3,500万

円余は存在しているわけでありますが、回収策を示し

ていただきたい。 

 質問の第11は、住宅リフォーム制度の拡充について

であります。 

 久慈市の制度は、平成17年に全国に先駆けてつくら

れ、多くの市民の皆さんから感謝の声が届いています。

しかしながら、後発部隊の制度が改善され実施される

中で、お隣の宮古市では、新聞紙上で全国へ紹介され

ている状況にあります。地域循環経済が地元業者に仕

事をふやし続けている状況が報道されています。 

 久慈市の制度も使い勝手のいい制度に改善を図る時

期に来ているのではないかと認識しています。 

 そこで、２点お尋ねします。 

 第１点は、対象工事費を現行50万円から30万円に引

き下げ、また補助率を現行５％から10％に引き上げ、

助成額の上限の拡大など制度の改善を図るべきものと

考えます。 

 第２点は、県段階で住宅リフォーム制度を実施して

いるのがお隣の秋田県であります。地元自治体と連携

した形で取り組まれており、県全体に循環経済効果が

出ています。 

 そこで、岩手県に対しても、本県でも実施するよう

県へ求めていただきたいのであります。お聞かせくだ

さい。 

 質問の第12は、排水路対策についてであります。 

 県立久慈高校西側に高校用地に接した市道がありま

す。この市道には排水路がなく、この地域に暮らす住

民の皆さんは非常に困っている実態があります。整備

方針が明らかにならない中、展望が見えない状況にな

っています。 

 以前の議会での答弁では、五つの整備手法を考えて

いる、検討中であるとのことでありました。排水路の

整備方針、手法について明らかにしていただきたい。 

 以上で、登壇しての質問を終わります。少しでも住

民の願いが届く答弁を求めるものであります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○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、

城内仲悦議員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、久慈市総合計画後期基本計画についてであ

りますが、後期基本計画は、今年度中の策定を目指し、

後期基本計画策定検討委員会での審議を進めながら調

整を行っている状況にありますので、具体的な事業等

につきましては、今後の作業になる予定であります。 

 次に、地方債現在高と実質公債費比率の推移見通し

についてでありますが、現時点におきましては、年度

によって増減はあるものの、ほぼ横ばいの状況で推移

するものと見込まれますが、今後の事業規模によって

は、地方債残高等への影響が懸念されますことから、
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財政指標等にも留意しながら取り組んでまいりたいと

考えております。 

 次に、国保医療費の窓口負担軽減についてお答えを

いたします。 

 国が平成20年７月にとりまとめた医療機関の未収金

問題に関する検討報告書に基づき、昨年度、市町村国

保に係る一部負担金の適正な運用に関するモデル事業

が実施され、その結果を踏まえ、本年９月にいわゆる

生活保護基準該当等の運用基準が示されたところであ

ります。 

 当市におきましても、実施した場合の国保財政に与

える影響や各種課題、実施方法など、総合的に検討し

ながら要綱制定を進めているところであり、できるだ

け早い時期に実施できるよう取り組んでまいりたいと

考えております。 

 次に、後期高齢者医療制度の基準収入額適用申請に

ついてをお答えをいたします。 

 まず、今年度の申請件数の状況でありますが、11月

末現在17件となっております。 

 次に、申請に係る周知の方法についてでありますが、

75歳に到達して新たに被保険者となる方に対し、岩手

県後期高齢者医療広域連合が作成しているパンフレッ

トを配布して制度の周知を図るとともに、毎年保険証

の更新時期に対象となる可能性のある方に対して申請

のお知らせを送付して、勧奨を行っているところであ

ります。 

 次に、新火葬場建設についてお答えをいたします。 

 まず、当市が久慈広域連合に対して推薦した候補地

につきましては、アクセス道路の一部に狭隘な区間が

あることなどの課題を付記して推薦したことから、

終的に久慈広域連合が熟慮の上、現在地に決定したも

のと考えておりますので、改めて久慈広域連合に説明

を求める考えはございません。 

 また、建設候補地比較表につきましては、本年11月

８日に開催されました久慈広域連合議会議員全員協議

会で資料として広域連合議員に配付されたものを指し

てのご質問と推察をいたしますが、候補地の比較検討

の段階で、土地評価額や造成費の比較も含め、広域連

合が調査、作成したものと認識をいたしているもので

あります。 

 次に、久慈高校前の交通安全対策についてお答えを

いたします。 

 先日、久慈高校前の市道で発生いたしました事故の

現場につきましては、既に横断歩道付近に標識とドッ

トラインが措置されており、事故後においても、警察

署で横断歩道の引き直しを行っておりますことなどか

ら、従前に比し、ドライバーに対し、一定の注意喚起

がなされているものと考えております。 

 また、登校時における車両の混雑について、高校側

と協議いたしましたところ、保護者等が生徒の送迎を

行う場合には、校地内で乗降を行うことが原則である

と伺ったところであり、高校側にもその旨の徹底と生

徒への交通法規の遵守といった交通安全意識の高揚を

図るようお願いしたところであります。 

 市といたしましても、啓発活動において、ドライ

バーへの横断歩道付近における注意喚起を行うなど、

今後も交通安全対策の徹底に努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、介護保険についてお答えをいたします。 

 まず、介護保険料の減免についてでありますが、現

在、久慈広域連合におきまして、災害による減免、収

入の減少による減免及び生活困窮者に係る減額が実施

されておりますほか、本年４月から生活困窮者に係る

減額の要件の一部改正が行われるなど、制度の充実が

図られているものと認識いたしております。 

 また、介護サービス利用料の軽減制度につきまして

は、現在、低所得の施設利用者に対する特定入所者介

護サービス費をはじめ、高額介護サービス費、高額医

療合算介護サービス費などの各種制度が設けられてお

りますほか、社会福祉法人等による生活困窮者に対す

る介護サービス利用料の軽減が実施されているところ

であり、さらなる軽減制度の創設につきましては、新

たな財源の確保の問題等がございますので、極めて困

難な課題であると考えております。 

 次に、特別養護老人ホームに入所を希望されている

方々についてでありますが、岩手県保健福祉部長寿社

会課の、特別養護老人ホーム待機者調査結果によりま

すと、本年３月31日現在、早期入所が必要な在宅者は

久慈広域連合全体で64人、うち久慈市は31人であると

久慈広域連合介護保険課から伺っているところであり

ます。 

 市といたしましては、本年７月の介護老人保健施設

の34床の増床をはじめ、介護保険事業計画に基づき、

サービス基盤の整備を推進してきたところであります
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が、今後におきましても、第４期介護保険事業計画の

中で予定しておりました、小規模多機能型居宅介護施

設と、認知症対応型共同生活介護施設癩癩グループ

ホームでありますが癩癩の整備促進を図るとともに、

次期介護保険事業計画の策定に向け、市民の介護ニー

ズを的確に把握しながら、適切に対応してまいりたい

と考えております。 

 次に、県立久慈病院の医師確保についてお答えをい

たします。 

 当地域唯一の中核的総合病院であります県立久慈病

院の医師確保の重要性は強く認識いたしているところ

であり、国、県等関係機関へ継続して要望活動を展開

してきたところでありますが、一方では、市民の皆様

にも、命と健康を守る医療を上手に利用し、大切に守

っていくための理解と協力が求められているものと考

えております。 

 このことから、12月１日号の市広報において特集を

組み、県立久慈病院と市内開業医の役割や医師が置か

れている厳しい状況など、地域医療の実情について市

民にお知らせするとともに、医療機関の適正受診につ

いて呼びかけたところであり、これらが、医師等の労

働環境の改善につながるよう啓発に努めてまいる考え

であります。 

 県立久慈病院の医師確保につきましては、今後も県

及び県医療局等関係機関と密接に連携し、取り組んで

まいりたいと考えております。 

 次に、環太平洋戦略的経済連携協定ＴＰＰについて

お答えをいたします。 

 ＴＰＰへの参加により関税が撤廃された場合、当市

における農林水産物への影響見込みについてでありま

すが、全世界を対象に直ちに関税撤廃を行い、何らの

対策も講じない、競合する国産品は輸入品に置きかわ

るなどという国、県の試算方法を踏まえまして、地域

実情を勘案した影響額は農産物生産額で約35億9,000

万円、林産物生産額で約5,000万円、水産物生産額で

約11億6,000万円減少すると試算しております。 

 次に、コメ農家対策についてをお答えいたします。 

 岩手県北部地域の水稲の作況は、10月15日現在103

であると東北農政局から発表されております。 

 しかし、高温によりカメムシの孵化が活発化し、品

質が低下する被害が発生したと認識しているところで

あります。 

 今後におきましては、岩手北部地域病害虫防除連絡

協議会と連携を密にし、病害虫発生の予察、防除適期

の判断等の精度を高めるとともに、来年度において情

報の周知徹底に努めてまいりたいと考えております。 

 また、米価についてでありますが、農林水産省が取

りまとめた10月末の平成22年産米の相対取引価格は、

対前年比85％程度に止まっております。しかし、平成

22年産米の販売価格が標準的な販売価格を下回った場

合、米戸別所得補償モデル事業による変動部分交付金

が交付されますことから、市が独自に米の減収補てん

することは考えていないところであります。 

 次に、いわて森のトレー問題についてお答えをいた

します。 

 いわて森のトレー生産協同組合が提訴した損害賠償

請求事件訴訟は、国から組合が補助金等に係る予算の

適正化に関する法律に違背するとして国庫補助金の全

額返還を求められ、計画どおりトレー生産事業を行え

ず事業中断に追い込まれたのは、木製トレー生産設備

を製作・納入したトリニティ工業株式会社の債務不履

行によるものであるとし、本訴訟を提訴したものであ

ります。 

 裁判所は、組合が主張した、日産50万個製造する生

産設備を製作、納入する債務について、日産50万個の

生産能力とは、設備の作動能力と解するのが相当との

判断でありました。したがって、判決内容は、トリニ

ティ工業株式会社の債務不履行の責任が全く認められ

ず、損害額については判断するまでもないという内容

でありました。 

 次に、債権の回収策につきましては、さきの新政会

代表、澤里議員ほかにお答えいたしましたとおり、組

合の資産や債権、債務の整理状況、補助金返還資力の

有無などを見極め、未収金債権の回収に向けて全力で

取り組んでまいる所存であります。 

 次に、住宅リフォーム奨励制度の拡充についてのお

尋ねについてお答えをいたします。 

 当市の住宅リフォーム事業は県内他市町村に先駆け

て平成17年度より実施しておりますが、年々申請件数

が増加しており、今年度は11月現在で78件の申請があ

ったところであります。また、対象工事費は２億

1,200万円ほどに上っており、地域経済に対して大き

な波及効果が生まれているととらえております。 

 ご提言の対象工事の引き下げ及び補助率の引き上げ
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につきましては、年々助成額が増加している中で、限

られた財源をより多くの市民に有効活用していただく

という観点から、今後検討されてしかるべきものと考

えております。 

 また、秋田県におきましては緊急経済対策の一つと

して、都道府県段階では全国で初めて住宅リフォーム

助成事業を創設しており、本年３月１日から平成23年

３月31日までの事業期間で、住宅リフォーム工事費の

10％、上限20万円を助成することといたしております。 

 本県につきましては、現時点では実施する予定はな

いと伺っておりますが、地域への経済効果の大きい事

業でありますことから、今後、本県での実施につきま

して要望してまいりたいと考えております。 

 後に、久慈高校西側の排水路対策についてお答え

をいたします。 

 当該地区の排水対策として、五つのルートから、経

済性や施工性、地域住民の生活環境などを考慮して、

久慈高校敷地内の西側ルートを選定し、現在、久慈高

校と協議を進めているところであります。 

 今後におきましては、岩手県教育委員会教育企画室

と用地買収等について協議を進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦議員

に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問、関連質問を許しま

す。18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  初に、この２番目の国保医

療費の一部負担の軽減について、早期に実施してまい

りたいっていう答弁いただきましたが、早期っていう

のは来年の来年度４月以降なのか、それとも時期的に

今から検討するとそういう時期が考えられるんですが、

そういう時期についてもお聞かせいただけたらという

ふうに思います。 

 それから、３番目の後期高齢者のその制度ですが、

基準収入額適用申請ということで、これは申請しなけ

れば全く該当ならないっていうふうになってるんです

が、これはなかなか国ではそういう状況なっていませ

んけども、もう少しわかりやすく説明できるような、

個別にはその該当者可能性ある人にやってるって今答

弁いただきましたけども、その該当者に対してやった

だけじゃなくて、もうちょっと指導するとか、いずれ

制度見ますとわかりにくいんですよね、このパンフレ

ットに書かれてるのが。なかなかお年寄りが一発で理

解できるような状況なってないので、その辺の親切な

対応が必要かと思うんですが、３割から１割減るって

いうのは極めて大きいですので、高齢者にとって、そ

の点の周知の仕方についてもう少し工夫いただきたい

んですが、お聞かせを願いたいというふうに思います。 

 火葬場の問題で理由を尋ねる必要はないって今答弁

いただきました。久慈市が先ほど言いましたように

優先地を現在の場所にしたと。しかも今、1,400万か

けてさらにあそこの川にふたをして、継続事業として

狭隘である道路を拡幅している状況があります。そう

いった意味ではそういう努力をしてる中で、全くその

ことが評価されないでいるということについては、私

はやっぱり少なくとも新規取得費が抑えられ、市町村

の負担金の軽減が図られるというあたりが極めて重要

だというふうに思うんですが、市が市として使用、優

先地としてこの現有地を選んだときに、他の３件につ

いてもいろいろ書いてますよね。比較検討を市として

もした上でこれ上げて行ったと思います。市とすれば

比較検討をどのようにしたのかお聞かせ願いたいと思

います。 

 それから、連合でその比較検討表を全協に出してま

すよね。私ももらいましたが、私、久慈市の市政調査

会等で紫波町に火葬場の建築問題について研修に行き

ました。その紫波町では４カ所選定をして検討委員会

もつくり、住民の検討委員会もつくってそこで十分検

討した経過があるようです。 

 その際に、このいわゆる比較検討のは私ひな型があ

るんじゃないかと思うんですが、ちゃんと紫波町のに

は造成費、用地取得費の比較、インフラ整備の比較が

きちんとあるんですよね。 

 しかし、広域連合が示した、全協で示したこの比較

表にはこれがすぽっと抜けてんです。これがなくてど

うやって数字的な比較検討できるのかっていうのが、

この表から出てこないんですね。まさにそういった意

味ではこの比較検討そのもの自体が不十分なものだと

いうふうに私は認識するんですが、この違い、なぜ造

成費、用地取得費、インフラの数字が出なかったのか、

この点については市としてはお尋ねしたことはありま

せんか、それともお尋ねする気持ちはありませんか。

教えていただきたいと思います。 

 それから、11月10日に市がこの 優先地を連合に市
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長名で届けたと。その後12月17日に口頭でいろいろあ

って、その後に１月に入って民間土地も含めて探すん

だということがあったと。ところが優先地を上げた後、

久慈市との話し合いが一切ない。３月までにその機会

がなかったというふうに聞いております。３月のその

運営委員会とかあるいは市町村副連合長会議の中で出

てきて、突如出てきたということがあるんですが、そ

の点久慈市のそれは 優先地を上げた上で、全くその

後久慈市とすればできるだけ少ない金額でつくってほ

しいという中でこの候補地を推薦してると思うんです

が、それが無視された形で推移してるんですけど、そ

の点についても説明を聞いてないかどうか。 

 連合長である市長は当然、連合長ですからすべてわ

かってると思うが、そのほかそれ以外の方々が全然知

らされてないっていうことがあったわけですけども、

その点について、もう少し表に見えるようにやるべき

じゃないかというふうに思います。 

 それから、もう１点疑問なのは、紫波町での研修で

は先に基本計画があるんですよ。基本計画を決めた後

に火葬場適地検討委員会等を開いて検討を開始してい

ます。 

 ところが、久慈の広域連合は22年３月に構想を決め

て、同じ月に候補地を確定するというやり方、行政の

やり方としてまさに私、こんな決め方は初めてなんで

すが、一般的にこういう決め方が妥当なやり方なのか

お聞かせを願いたいと思います。 

 ７番目ですが、県立病院の医師確保について、本当

に先立っての医師との懇談あるいは講演は、わかって

るようでわかってないことが明らかになって非常によ

かったと思ってます。そういった意味では担当職員の

配置を、これは兼務でもしょうがないと思うんですが、

きちんと配置をして日常的に連携をとっていくと。そ

してやっぱり定期的な協議などを持っていくっていう

あたりも、やっぱり持っていくことによってきちっと

した連携が久慈病院と図れると思うんですが、そうい

った点での考え方。担当部長が配置されてもいいだろ

うし、あるいは副市長のどちらかが一人配置されても

いいだろうし、そういった意味では新たにっていう意

味でなくてもきちんとして、久慈病院と対応を常にで

きる職員をきちんと配置していくことが大事だという

ふうに思うんですが、お聞かせを願いたいというふう

に思います。 

 次、ＴＰＰの問題、今市長から答弁あったとおり農

業関係で35億9,000万、林業で5,000万、水産物で11億

6,000万という減ですよ。これは、ぜひ何といいます

か、冗談じゃないっていう気持ちを持ちながら対応し

てほしいし、これ農協の試算です。久慈管内でも同じ

だと思うんですが、お米で95％減ですよ。それから小

麦100％、牛肉61％、牛乳が100％、豚肉が80％の減で

す。農協の試算で。で、ＴＰＰに関して言いますとＮ

ＡＦＴＡっていうのをご存じかと思います。これはア

メリカとカナダとメキシコが結んでる、約20年経って

るんですが、これも同じＴＰＰと同じ考えですべて自

由化なんです。その中でこのメキシコではこのことに

よって輸入農産物の依存が45％になって離農が４割、

現に250万人の人が離農して移民が20万人から60万人

に増えたという実態が出てますので、もうこれはああ

だろうこうだろうっていう問題ではなくて、こうなっ

てくるともう日本の農業は壊滅してしまうっていうこ

とになりますので、ぜひこれは強力に市長会等を通じ

るなり、いろんな場所を通じてこれは全力を挙げてい

ただきたいというふうに思うんですが、再度をお聞か

せを願いたいと思います。 

 森のトレーの問題です。棄却ですね。まさに完敗の

判決でしたね。実は今、農林水産部に準備書面の公開

が出されていまして見ました。見たのが小野寺議員と

私だけ、二人しか行ってませんが、多くの方見てほし

いんですけども、で、トリニティ側の準備書面の14の

１の別紙の中で、長内関与整理書ってのあるんです。

これは、何だかっていうと長内設計事務所がこのトリ

ニティにすべて関与したっていう８ページに及ぶ整理

表です。これが当然採用された形で、判決につながっ

ているわけです。 

 結局、すべて長内設計を通じて設計書なり計算書が

行って、木材業経験のないトリニティが機械をつくっ

たということなんです。裁判の原告の中に長内氏は入

ってません。 

 しかし、結果としてこういう物がトリニティ側から

出されて、いいですか、夜中の午前２時29分とか、そ

れから午前１時25分とか、深夜の23時48分に長内設計

からトリニティのほうにファクスが届いているんです

よ。いろんな結論が出て。このことが明らかになって

るんです。 

 したがって、この裁判自体が、本来私は損害賠償請
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求してできる裁判でなかったんでないかっていうふう

にこれを見ると思うんですよ。すべてこちら側、それ

しかも、岡野理事長はトレーをつくる技術は確定して

ますと、確立してますということを言って向こうに話

してるんです。庄内鉄工は確立してますけど、トリニ

ティは全く木材使ったことない、鉄っていうか機械、

いわゆる機械、工作機械とかそういったのしか扱った

ことない。そういうところにこういったこちらから設

計書送ってつくらせた上で不具合だったって、通用し

ないことと私は思うんですよ。 

 そういった意味で、敗訴の原因は、もともと裁判と

して成り立たなかったのではないかというふうに思う

んですが、その辺についてはどういうふうな見解をお

持ちなのかお聞かせください。 

 それから、債権回収に努力するというふうに先ほど

は答弁いただいておりますよ。で、いわゆるその詐害

行為取消権を活用すべきだという私の共産党議員団で

はずっと言ってきましたよね。 

 しかし、この事業が中断するあたりに、理事長がみ

ずからの資産をどんどん処分してますよね。このこと

について市として、債権者として何ら手を出してこな

かったんですよ、これまで。で、この現時点で裁判が

確定した中で15億3,500万のお金、この詐害行為等を

使って組合を訴えて裁判を起こして回収することはで

きないのかどうか。あなた方が当時、弁護士と相談し

たが、できないっていうのは答弁してますけど、本当

にそうなのか、このいわゆる詐害行為取消権っていう

のは、この場合においては時効等があって、時効があ

るのか、それも時効がいつから発生してこの権利が行

使できないのか、行使できるのではあれば、私行使す

るべきじゃないですかと思うんですが、お聞かせを願

いたいというふうに思います。 

 リフォーム関係ですけども、本当に久慈市が平成17

年に先駆けてやって、非常に全国のそういう意味じゃ

リーダー的な役割を果たしたっていうふうに思います。 

 先ほども言ったようにお隣の宮古市では対象工事額

が20万以上で一律10万円っていうことになってますし、

この対象工事額を一気にここまで下げろとは言いませ

んけども、30万に引き下げると。で、この工事費の助

成額の上限にかかっては確かに10万円っていうのは上

げきれないかもしれませんけども、限度額ですよね、

対象工事額50万円はちょっとあれなんで、やっぱり30

万円ぐらいとかっていうことをこの辺を引き下げて、

活用しやすいことに対応できないのか、お聞かせを願

いたいと思います。 

 後に、排水路対策について五つのルートの中で結

論が出たようであります。これはぜひ、実は私も久慈

高校の校長あるいは事務長さんにお会いしましたら、

前に久慈市とも今協議中というお話を聞いて大変嬉し

く思っていましたが、ぜひ教育委員会も学校でも協力

的な状況がありますので、努力していただきまして、

整備を一日も早く進めほしいというふうに思いますの

でこの点が強く要請をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私から、トレーにかかわっ

ての質問に対して答弁申し上げたいというふうに思い

ます。 

 まず、今回の判決でありますが、市長からご答弁申

し上げているとおりでありますけれども、いわゆる組

合の意図を適切に盛り込んだ契約書、あるいは仕様書

が作成されていないっていうことがあったわけであり

ます。組合が主張するようなトレー製品の品質を保証

する合意の成立は認められないっていう判決で、結果

的には敗訴っていうことになったわけであります。 

 一義的にはこれは生産組合が書類等の不備っていう

ことが一番大きな問題になってるわけでありますので、

債権等の回収についてもやはり市と組合との関係も裁

判が確定したわけでありますので、債権と債務者の関

係っていうことになるわけでありますので、そのこと

からいずれ生産組合に出して、私どもは 大限回収に

努めてまいるっていうふうなことであります。 

 詐害行為のご質問がありました。当時、弁護士等と

協議をしながら、なかなかにこの詐害行為を適用する

には厳しいっていうなことだったわけであります。そ

の背景はやはり裁判を係争する、でその裁判に補助参

加をする原告団っていうふうなことになろうかと思う

んでありますが、そういう状況の中で詐害行為の裁判

を提訴するっていうことはやはりこの裁判そのものを

今度は否定することになるわけでありますので、その

点については当時の見解についてはご理解をいただき

たいというふうに思います。 

 今後の対応でありますけれども、やはりこの問題に

ついてはきっちり、市といたしましても、改めてこの
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資産の問題等を調査をしながら重大な悪質、あるいは

過失等の問題もありますけれども、その辺については

資産を調査をして、詐害行為として法的に処理できる

のかということについてはそれなりの法律家、弁護士

等とも協議をしてまいりたいというふうに思っている

ところであります。 

 ただ、財産等を調査する能力っていうのは非常に市

でも限られているところもございます。正直申し上げ

まして。そういうふうなことから、今後については民

間の調査機関等も活用するなどのことも含めて検討し

なければならないのかなというふうには思っていると

ころであります。いずれ詐害行為は時効の問題もあり

ますけれども、過去にさかのぼって財産戻すというよ

うなことなわけですので、時効は今のところは適用な

らないっていうふうに判断しておりますので、その点

はご理解をいただきたいというふうに思います。 

 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）  国保医療費の窓口負

担軽減についてでございますが、９月に国から基準が

示されたところでございます。それとあわせまして一

部負担金減免、保険者徴収に関するＱ＆Ａについても

同時に通知が参っておりまして、今それらを内部で検

討してるところでございます。 

 さらに、この通知後に、県内では花巻市が11月５日

にこの要綱を制定しております。それを今取り寄せま

して、中身について検討を加えているところでござい

まして、市長からご答弁申し上げましたとおり、でき

るだけ早い時期に実施できるように取り組んでまいり

たいというように考えているところでございます。 

 次に、後期高齢者医療基準収入額適用申請について

のご質問にお答えいたします。 

 これについては、岩手県の後期高齢者医療広域連合

のほうでその個人に対してのお知らせの文書をつくっ

ております。それの文書を市で該当する方々に一人ひ

とりに通知を差し上げて、この先ほど議員さん、各所

得階層のお話ありましたけども、それらのことを文書

で書いてございまして、一人ひとりにご連絡して申請

を出していただくように通知をしているところでござ

いまして、議員さんの質問ではなかなか高齢者の方々

にはわかりにくいのではないのかなということでござ

いますが、これらについては後期高齢者医療広域連合

とも相談をしてまいりたいというように考えておりま

す。 

 次に、火葬場の件でお答え申し上げます。 

 まず 初に、広域連合長から久慈市長に候補地の推

薦があったわけでございますが、この中の文書にもご

ざいますように、ご推薦いただきました候補適地につ

きましては当広域連合において種々検討を加えた後に

建設予定地の絞り込みを行うものであることを申し添

えますということも書いてあるわけでございまして、

事業主体であります広域連合が主体的に取り組んでき

たということでございます。 

 さらに議員さんからは、紫波町の例を出してご質問

いただいたわけですけども、これについては紫波町は

紫波町独自のいきさつがあって事務を進めたものと認

識しているところでございます。 

 それから、連合の比較表について尋ねる考えはない

のかということでございますが、先ほども申し上げま

したように、連合が主体的に取り組んできたというこ

とでご了解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、医師確保

対策についてのご質問にお答え申し上げます。 

 医師確保対策として市に専任の担当者を配置すべき

であるということでございますが、先ほど市長からご

答弁を申し上げましたとおり、現時点では専任職員の

配置をせずに鋭意努めてまいりたいというふうに考え

ております。 

 県内におきましては、確かに遠野市を含め３市と伺

っておりますが、専任職員を配置している例はござい

ます。当市といいますか、私どもといたしましては現

在も県立病院や医師会と良好な関係を保っているとこ

ろでございます。今後とも県や県医療局、それから県

立病院、それから市医師会等々と十分な連携を図りな

がら種々の事業を実施、そして支援対策の推進をして

まいりたいというふうに考えておりますのでご理解願

いたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ＴＰＰに関してでござ

いますけども、国に対して行動を起こせとのご意見で

ございました。これについては既に声を大にして国に

訴えてございます。 
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 なお、詳細につきましては、清風会代表、堀崎議員

から質問通告を受けておりますので差し控えさせてい

ただきます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  ありがとうございま

す。 

 それでは、住宅リフォームについてのご質問にお答

えをしたいと思います。 

 議員からは対象工事額だけでも引き下げをして取り

組んではどうかと、こういうご質問でございました。

先ほど市長のほうからもご答弁を申し上げましたけれ

ども、いわゆる商工業の振興、さらには地域経済に大

きな波及効果も出てきてるとこのように思っておりま

すし、そういった中にあって、また申請の件数あるい

は助成額、これも増加してるのも事実でございます。 

 そういったことから、今後この限られた財源という

ものをフルに市民の皆さんに活用していただくという

ことを念頭に置きながら今後検討をしてまいりたいと

考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  久慈高校西側の排水対策に

つきましては、地域の実情を踏まえながら、早期実現

に向けて関係機関と協議をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 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）  火葬場の件でございますが、

部長、今あなたの答弁は、この 初の文書がそうなん

ですよ。９月11日付の 初の推薦についての依頼文書

にはそう書いてあります。で、 初の９月11日の推薦

で９月17日に４カ所やってるんです。そしたらこの４

カ所について連合でやればいいものを、次は口頭でや

ってくれと。で、口頭で 優先地を推薦させておいて、

新たに民間に宮城球場含めて２カ所選んで決めてんで

す。やってんです。 

 だから、私そこにおかしいと思うのは、久慈市が４

カ所推薦されたらその４カ所もすべてきちんと比較検

討すればいいのを、この４カ所の比較検討をしないま

ま、この比較検討の分出てきませんからね。しないま

ま久慈市に口頭で、本来であれば私はこれ文書でない

とだめだと思うんですよ。口頭で 優先地を示してく

れと。で、市のほうは市長名でわざわざさっき言った

ような理由をつけて上げたんですよ。その後に、宮城

球場と平沢というか45号線の土だけを見つけてきて、

これをやったら宮城球場になったっていうような流れ

ですよ。 

 この流れを見ると私は、本来４カ所で検討すべきだ

って今やったのに、宮城球場っていうのはどっから出

てきたかわかりませんけども、これを俎上に乗せるた

めのやり方だなあっていうふうに私は思ったんですけ

ど、まさに久慈市が推薦したのは全く無視されて、し

かも相談もなくやると。久慈市と連合はそれぞれ違っ

た自治体ですけど、市町村が、広域市町村で広域連合

を構成してるんですよ。そうしますと市町村がすべて

財政負担しなきゃなんないんですよ。連合が決めたこ

とは。だから物事を決めるときにできるだけ安くして

いきたい、財源が少ないっていうときに比較表もお金

の検討もしないで粗末な比較表出してきて、はいそう

ですかと、久慈市の財政担当なり久慈市がお金を７割

出さなきゃならないんですよ。やっぱりもっと慎重に

私はことを運ぶべきだっていうふうに思うんで、さき

の答弁で紫波のやり方と久慈のやり方は違うんだって

いう答弁ありました。 

 しかし、自治体が物事を進めるときに計画をまずつ

くる、基本計画。それに基づいて動くんですよ、いろ

いろ。久慈だって総合計画つくってるじゃないですか。

それを大体計画して詳細決めていくじゃないですか。

そういったことがない中で基本構想の着地と宮城球場

を選んだ着地の同時点だ、こういうやり方について容

認するような答弁は私は初めて聞きまして納得できま

せんね。いずれこんなことがあってはならないと私は

思いますよ。副市長２人いてて、こんなやり方を許し

ていいんですか。私は断じてそのやり方については私

は納得いきませんので、再度答弁を求めたいと思いま

す。 

 それから、あと２分しかありませんのであと１点だ

け。 

 11月の５日に花巻でこの一部負担実現したという答

弁が部長からありました。私たちのに対する答弁では

国がつくったらできるだけ早くやりたいっていう話で

したよね。そうしますと、早期にって言いますけども、

そういう体制を準備してやっぱり国から記事が出るの

を待ってる状況になかったわけですから、そういった



－70－ 

意味では花巻は11月５日に始めたっていうことを答弁

ありましたけども、やはりこれはできるだけ本当に早

い時期っていいますか、もういろんなことが整ってる

わけですから、何日までに何ちゅうのがやりたいって

いう答弁を私はいただきたいというふうに思います。 

 後に、この長内関与整理表、森のトレーに関して、

この表を当局はいつ認知しましたか、これを。見たこ

とあるでしょう。いつ認知しました、この文書を。見

てないとは言わせませんよ。見たんでしょう。知って

るでしょう。存在知ってますか。トリニティ側の準備

書面14の１の別表、長内関与整理表について、いつ存

在を知りましたか教えてください。 

○副議長（濱欠明宏君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  準備書面のことですか、今

のは。 

    〔発言する者あり〕 

○副市長（外舘正敏君）  私が持ってますのは準備書

面の14の３について、るるずうっと記述がありますの

で、それは私は資料として持っているとこでございま

す。 

    〔発言する者あり〕 

○副市長（外舘正敏君）  別紙。それは、まあこれで

十分、14の３で私は内容については理解したつもりで

あります。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  私からは火葬場のご質問に

お答えをいたします。 

 その内部ではさまざま検討してきたということは、

というようなことは聞いております。 

 ただ、この大川目地区についてはいろいろな課題が

ありました。例えば形状が、それは資料にも出ていま

すけれども、形状には山林であるとか、あるいは建設

中にその利用ができなくなるんじゃないかといったよ

うなこともあるわけです。そしてそこに、さらに経費

が大変今の場所じゃなくて北野地区になりますと多額

になるようなお話をされておりますが、たしか資料の

中には不動産鑑定では3,900円ほどの価格が示されて

いると、それから今のその大川目地区につきましては

やや同じぐらいの金額で売買がなされているという価

格があるというようなことも聞いております。で、さ

らに、その現状が山林ですからそれに造成と、造成が

必要だということになりますともっとお金がかかる。

経費から行けば、何ていいますか、この火葬場を建設

をするとなると、経費的にはむしろ北野のほうが少な

く済むんではないかといったようなことを考えている

ところでございます。さらに用地費については今度交

渉が用地交渉という中で減額をさらに安く抑えるとい

ったことの努力もするというふうに聞いておりますの

で、経費が多いということは当たらないのではないか

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○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）  先ほどもご答弁申し

上げましたが、できるだけ早い時期に取り組めるよう

に努力してまいります。 

    〔発言する者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  この際、本日の議事日程終

了まで、会議時間を延長いたします。 

 17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  何点か関連質問をいたしま

す。 

 まず 初に、総合計画の後期計画について、実際に

はこれから検討してからということですが、過般の臨

時市議会の菅原部長の答弁にもありましたように、厳

しい財政状況の中で子育て支援や医療福祉、充実して

いかないかんという答弁いただきました。まさにその

とおりだと思います。 

 そこで、そうしたこの市民の生活の窮状の中で、そ

うした福祉や医療、教育を配慮しながらも、しかし、

いわゆる大きな事業も控えていると思うんですよね。

久慈小学校の改築、それから、いずれ場所はとにかく

早晩出てくる火葬場の負担金。それから北部ごみ組合

の負担金等々ですね。そして、市民要望の強い市道の

整備促進というようなことで、この厳しい中でもそう

いう対応を迫られている事業が迫っているという中で、

現在起債残高は272億5,000万円ですね。で、こういう

中にあってこの公債費比率等いわゆる財政規律を守り

ながら、そうした市民生活を守りながらその事業を対

応していくという点では、まず何よりも市民の福祉を

優先にした、そこが圧迫されるような財政運営、事

業運営であってはならないというふうに思うんですが、

基本的な点についてお聞かせをいただきたい、思いま

す。 
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 ２点目、この国保の窓口負担の軽減、これは早期に

実施したいということで、大変積極的な答弁をいただ

いてありがとうございました。 

 そこで、これは要望なんですが、これの国の基準は、生

活保護基準以下とか、あるいは入院のみが対象なんですよ

ね。で、通院でも大変な医療費の自己負担がある場合

もあるという点で今検討中だと思うんですが、そうし

た点もいわゆる嵩上げ、そういった点も検討に加えて

いただきたい。いかがでしょう、お尋ねをいたします。 

 それから、この介護保険の問題について、実際管内

で64人、市内で31人の早期入院を迫られている人がい

ると。そして34床の増床や小規模多機能ですね。 

 そこで、そういう努力をされているのはわかるんで

すが、実際問題として管内64、市内で31、この１年の

間に基本的にそういう人たちを措置できる、措置じゃ

ないですか、入所対応してもらえるのかどうか簡潔に

お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、４番目に、森のトレーの問題、るるあり

ました。私は、これは裁判そのものがやっぱり勝てる

裁判じゃなかったというふうに思うんです。これは極

めて重大だと思うんですよ。この判決文見ますとこう

いうふうに書いてあるんですよ。先ほど出た長内設計

士の役割、「こうした長内設計士が送付した図面等が

相まって、初めて被告において癩癩被告っていうのは

トリニティですね。癩癩本件施設の見積書、本件仕様

書及び基本図面の作成が可能になったことが認められ

る」という判決では断罪してるんですよね。 

 そこで、私がわかんないのは、お尋ねします。原告

はなぜ長内氏を第三者と主張したのか。その理由を教

えてください。森のトレー第１点。 

 それから、先ほど副市長は、この債権回収に 大限

努力するんだと。詐害行為取り消しを含めてね。 

 そこで、２点目をお尋ねします。詐害行為の取消権

の時効中断をどういうことで時効中断をやってきたん

ですか。お聞かせください。 

 それから、火葬場問題です。いわゆる比較表、比較

表で末﨑副市長ですよね。いわゆる比較表でいわゆる

取得費とか造成費とか、待浜のほうが安上がりなんだ

ということも聞いてるって、今答弁しましたね。違い

ますか。 

 そこで、聞いたっていうことを本会議で簡単に言わ

れては困るんですよ。確たる比較表持ってるんですか、

あなた。それを示してくださいよ。それが第１点。 

 それから、この連合議会で癩癩それから、市長特に、

今回はそれは連合のことだということで答弁を回避し

ては困りますよ。今度の補正予算に火葬場、広域連合

の負担金6,000万か7,000万か出てんですから、あなた

方わからないで、連合から聞かなきゃわからないとい

う立場で補正予算組んだわけじゃないんでしょ。わか

ってて補正予算組んでるんでしょ。ですから、そうい

う答弁、回避をしないで答弁してください。 

 連合癩癩戻ります。連合がつくった比較調査表、こ

れになぜその取得費、造成費ないんですか。もともと

あれなんですよ、待浜の地元との説明では、の際の資

料には、それこそ土地取得費とか造成費とか比較して、

出した経緯あるわけでしょう。 

 ところが、今回の検査ではいわば少なくとも久慈市

が 適地として推薦した土地について、土地鑑定、不

動産鑑定士っていうんですか、調査してんですか土地

の評価額を。それやらないで高いとか安いとかってい

うのはだめですよ。答弁してください。 

 それから、この点の３番目、これは久慈市長と連合

長がコインの裏表だからちょっと困るんだけども、久

慈市長とすれば、立場とすれば連合から選定の依頼を

受けたと、そして庁内で鋭意総合的に検討して４カ所

推薦申し上げたわけですね。そしたら連合からは口頭

ですか、絞ってくれと言われた。で、絞って現在地を

優先適地として上げた。それがアクセスが悪いでけち

ょんされて、一体久慈市の立場どうなるんですか。連

合と、これは久慈市じゃなくてもいいですよ、普代で

も野田でもいいんですよ、そういう非礼なことされた

ら、男山内市長、これは本当に連合に物申さなくちゃ

いかんですよ。それを唯々諾々としていると市長いつ

も逆質問する答弁するほうなんですが、この点どうで

すか。いかがですか。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  火葬場についてのことなんで

ありますけれども、連合から久慈市に対して候補地、

適地はないかとこういった問い合わせがあったと。こ

れに対して久慈市は４カ所推薦をしたということであ

ります。ただしかし、この４カ所のいずれについても

さまざまな課題があるよということも添えてあるわけ

であります。 

 例えばカネボウ跡地もその中の一つであったわけで
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すが、これについては明らかにいろいろな民家が近接

をしているというようなこと、あるいは面積において

やや狭いのかな。これは推薦を申し上げながらもなか

なかに難しい場所であるのかなとこういった思いをそ

れぞれの４地区について思いながら推薦依頼があり、

これを受けてお出ししたというものであります。 

 その中で、さらに、連合のほうから同一順位ではな

くてこの４カ所の中でも も久慈市として推薦したい

のはどこなのだという、これは口頭であったとかです

が、ございました。その中で、例えば面積の問題、そ

れから民家に近い遠いの問題、さまざまなことを考慮

をして現在の、現在立地しております大川目の現火葬

場の場所がよろしいのかなということでお伝えをした

ということであります。 

 ですから、私の市長としての認識は、あくまでもそ

の連合が主体として主体的に取り組む事業であります

から、久慈市が推薦したものだけを、に限って検討す

るという、もしかすればそうではないのかもしれない

という認識は持っていたことは確かであります。 

○副議長（濱欠明宏君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  その北野地区の単価のこと

なんですが、これは広域連合の議会に提案された用地

費の単価が3,990円だというふうに私はそのように伺

いました。それは適当に数字を見たのではなくて、不

動産鑑定を行って3,990円だというふうにだと、いう

ふうに聞いております。でたらめな数字ではございま

せん。確認をいたしました。 

○副議長（濱欠明宏君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  森のトレーでございます。

生産協同組合が長内設計事務所について第三者だって

いうことを、どういう背景なのかっていうことであり

ますが、実は私も生産協同組合とその辺については事

情の聴取をしたところでありますが、いずれ準備書面

は準備書面として、協同組合とすればいわゆる事務所

工場等の設計管理をお願いしたわけです。そのかかわ

りの中で理事長が指示をしながらいわゆる機械等の部

分についても計算等をお願いをしたっていうことであ

りますので、それは第三者っていうことっていうふう

に私は承知しているところであります。 

 それから、詐害行為の時効っていう、それについて

は民法の第426条にありますけれども、いずれ詐害行

為取消権っていうことでありますが、立証をした場合

には２年っていうことでありますけれども、市ではま

だ立証をしてないわけでありますし、これから詐害行

為の取り消しを視野に検討するわけでありますので、

そこについては20年でやっぱり消滅をするっていうこ

とでありますのでご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  私からは後期基本計

画の策定にかかわってのご質問にお答えしたいと思い

ます。 

 現在、先ほど来市長から答弁申し上げてますように、

後期計画につきましては策定の作業を進めているとい

うところではございますが、市政は止まるわけにはい

きませんので、これは継続するという立場で今議員ご

指摘のとおり、大型事業等目白押しになっております

ので、それらのところをどういうふうにして区分けっ

ていうか順番立てしていくとか、そういうところのこ

とも念頭に置きながら基本計画の中で事業を盛り込ん

でいくということになろうかと思います。 

 また、23年度当初予算の編成につきましては、先ほ

ど来お答えしましたとおり厳しい財政環境踏まえて、

限られた財源の重点的な配分をしながら歳入に合った

予算規模になるように、何とか努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。 

○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）  国保医療費の窓口負

担にかかわってのご質問にお答えします。 

 国の基準では入院した場合のみということでござい

ます。そして、国から示されたＱ＆Ａによりますと、

この減免額の２分の１を特別調整交付金で補てんする

んだと、ただし、この補てんの対象となるのは今回示

した基準に該当するものに限るということでございま

す。そういうことから、議員さんからは通院でも大変

なのでこの嵩上げ部分について検討して、すべきだと

いうことでございますが、国の基準ではそういう形に

なっておりますが、検討の段階ではそれらも含めて検

討したいというように考えております。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、介護保険

についてお答えを申し上げます。 

 入所希望者をこの１年ですべて措置できるかという
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ような端的な答弁を願いたいというご質問でございま

した。残念ながら入所希望者のすべてを今年度内等に

全部、または第４期の中ですべて受け入れる状況には

ならないだろうというふうに考えております。 

 しかし、平成22年の３月31日現在、31名中、その中

で早期に入所が必要な方というのは９名ございますが、

その前年同期で比較いたしますと16名でありまして、

数字的には７名が解消されたということになろうかと

思います。それぞれ施設の整備は進められているわけ

ではございます。現在また、第４期の計画の中の全事

業が４期内には、23年度中にはすべて達成される見込

みでありまして、また入所を希望されていて在宅の

方々につきましては、入所希望者の中にはいろんな状

態の方がおりますが、在宅の方につきましてはショー

トステイ等の支援を受けているという状況もございま

すので、私どもいたしましては、今後とも施設の整備

を進めるという一方で、その計画達成のための充実を

図ってまいりたいというふうに考えております。 

○副議長（濱欠明宏君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  時間がありませんから、火

葬場問題で 後に一つ。 

 いわゆる大川目の現在地の拡張ですね。市からの推

薦として上ってあった。それをなぜ土地の評価、造成

費等、なぜやらなかったんですか。いわば事務的な流

れとすれば、事務当局の案とすればいわば本命だった

わけですよね。それで連合に上がったならば当て馬に

されちゃって、評価額や造成費もしなかったと。これ

比較検討するのであれば、評価額、造成費の比較、や

るのは当然じゃないですか。まさに行政の手落ちじゃ

ないですか。それが１点。 

 森のトレーで副市長、詐害行為取消権ね。いわゆる

詐害行為、違反行為をして、それを債権者が知ってか

ら２年以内に取消権を行使しなきゃだめだということ

じゃないんですか。今もってその取消権は生きてると

いう理解ですか。そこのところきちっと教えてくださ

い。 

○副議長（濱欠明宏君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  市として、詐害行為につい

て現在立証してないわけですよね。これから立証しよ

うと今検討するわけですので、そういうことから言い

ますといわゆる時効にはかからないっていう判断であ

ります。 

○副議長（濱欠明宏君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  私からは火葬場のご質問に

お答えをいたします。 

 まず、この火葬場につきましては、いわば嫌われる

施設っていいますか、そういう敬遠される──。 

    〔発言する者あり〕 

○副市長（末﨑順一君）  はい。わかりました。それ

で──。 

    〔発言する者あり〕 

○副市長（末﨑順一君）  評価は、これは連合が行う

べきものだというふうに考えます。 

 以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    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。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後５時14分   散会   
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