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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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（宮澤憲司君）  諸般の報告をいたします。 

 市長から議案第21号について訂正の申し出がありま

したので、その写しをお手元に配付してあります。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 議案訂正の件   

○議長（宮澤憲司君）  日程第１、議案訂正の件を議

題といたします。 

 本件について説明を求めます。外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  本議会定例会に提案をして

おります議案第21号につきまして、議案名及び本文中

の条例名に脱字がございました。お手元に訂正後の議

案をお配りしておりますとおり、「一般廃棄物処理施

設にかかる生活環境影響調査結果の縦覧」としており

ましたが、その後に「等」を追加し、「縦覧等」と訂

正をさせていただき、訂正後の内容によりご審議いた

だきますようお取り計らい願いたく、おわびを申し上

げましてよろしくお願いを申し上げます。 

 今後、かかる誤りのないように指導の徹底をしてま

いります。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  ただいまの説明に対し、質疑

を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。本件は申し出のとおり
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承認することにご異議ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、議案の訂正の件は承認されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 一般質問   

○議長（宮澤憲司君）  日程第２、一般質問を行いま

す。順次質問を許します。政和会代表、桑田鉄男君。 

    〔政和会桑田鉄男君登壇〕 

○14番（桑田鉄男君）  おはようございます。私は、

久慈市議会第26回定例会に当たり、政和会を代表して、

市長並びに教育長に一般質問を行います。 

 質問に先立ち、去る２月22日に発生しましたニュー

ジーランド地震で被災されました方々の１日も早い救

出、安否確認がされますことと、霧島連山新燃岳の噴

火被害、豪雪被害、鳥インフルエンザ被害に遭ってお

ります地域の皆様にお見舞いを申し上げ、以下通告に

従い質問させていただきます。 

 初の質問は、新年度予算についてであります。政

府の方針が定まらず、その編成には苦慮されたと思い

ますが、新規重点事業と新年度予算の特徴、そして予

算関連法案が年度内に通らなかった場合の影響につい

てお伺いいたします。 

 次に、合併後５年の総括についてお尋ねをいたしま

す。 

 平成18年３月６日の旧山形村、旧久慈市の合併以来、

５周年を迎えますが、この５年間をどのように総括さ

れ、今後のさらなる合併効果を実感できるような施策、

事業展開の考え方についてお示し願います。 

 第３の質問は、久慈市総合計画後期基本計画につい

てであります。 

 平成23年度から平成27年度までの計画案が策定され

ましたが、計画の特徴と 重点項目についてお示し願

います。 

 次の質問は、国家的プロジェクト導入についてであ

ります。 

 地域活性化のためにも、国家石油備蓄基地及び湾口

防波堤のような大型事業の導入に積極的に取り組むべ

きと思いますが、考え方をお尋ねいたします。 

 次に、地上テレビ放送のデジタル化の状況について。 

 市内の難視聴地域のデジタル化はどのようになって

いるのか、本年７月24日には、100％移行できる見通

しなのかについてお伺いいたします。 

 第６の質問は、低気圧災害についてであります。 

 被害の状況については過日の市長の諸般の報告によ

り示されましたが、被害箇所の復旧の見通しと、被害

者への支援の考え方についてお示し願います。 

 次の質問は津波避難対策用照明灯の設置についてで

あります。 

 避難者の避難誘導に資するため、避難指定場所に太

陽光発電式照明灯を設置し、安全を確保すべきと思い

ますが、考え方をお示し願います。 

 次に、子育て支援について。 

 少子化が急速に進む中にあって、市ではこれまで保

育料の軽減等にも積極的に取り組んできておりますが、

大変厳しい社会状況、経済状況の中、安心して産み、

育てる環境づくりが急務であると考えます。さらなる

保育料の軽減等も含めた具体的子育て支援策について

お伺いいたします。 

 次に、子ども手当についてであります。 

 その財源の一部を地方が負担することについてどの

ように考えておられるのか、お尋ねをいたします。 

 10番目の質問は特定検診についてであります。 

 40歳から74歳までを対象とした特定検診は当市では

平成24年度の実施目標65％を設定して取り組んでいる

わけですが、受診率が低いと聞きます。受診状況と受

診率向上のための取り組みについてお示し願います。 

 次の質問は、ドクターヘリの県境を越えた連携につ

いてであります。 

 青森、秋田、岩手の北東北３県、既にヘリを導入済

みの青森県、新年度運行開始予定の秋田県に次いで、

岩手県も2012年度に導入予定となっており、新年度県

立久慈病院にもヘリポートが新設される見通しとのこ

とであります。当地域の救急救命率向上のため、どの

ような運行が効果的なのかについて検討されるととも

に、当地域を含めた県境対策をより積極的に要望して

いくべきと思いますが、考え方をお聞かせ願います。 

 質問の12番目は、福祉目的に使用する場合の市有地

の使用料減免についてであります。 

 産直わいわい広場に貸し付けしている宇部診療所跡

地の使用料を減免すべきと思いますが、考えをお示し

願います。 

13番目の質問は、第１次産業の振興についてでありま

す。 
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 農林水産業いずれもが、従事者が高齢化しておりま

すし、生産物の価格低迷等もあり、後継者不足が深刻

な状況になっていると思われます。現状をどのように

とらえておられるのか、その上での今後の振興策につ

いてお示し願います。 

 次に、林業振興について、お隣の葛巻町が取り組み

を始める都市との連携による国産材活用拡大策と、森

林整備の推進を図る林業振興について当市の考え方を

お尋ねいたします。 

 15番目の質問は、地元企業の支援策についてであり

ます。 

 地元雇用に貢献している宇部地区の串さし加工施設

に対する支援の考え方をお示し願います。 

 次に、今春卒業する高校生の就職内定状況について。 

 市内への就職希望者の内定状況についてと、就職内

定向上のための市の取り組み状況についてお尋ねいた

します。 

 次に、観光振興についてであります。 

 市長が総合産業と位置づけられております観光の具

体的振興策についてお示し願います。 

 次に、市道整備について４点質問いたします。 

 １番目は、市道中の橋栄町線の歩道設置を含めた拡

幅についての考え方をお示しください。 

 ２番目は、市道久慈港線の改良整備についてお示し

ください。 

 ３番目は、市道大尻川原屋敷線の整備の進捗状況に

ついてお示しください。 

 ４番目は、市道の未舗装路線はどのような取り組み

をしているのか、お尋ねいたします。 

 次の質問は、市道二十八日町新井田線久慈街道踏み

切りに歩行者、自転車が安全に渡れるレーンを設置す

べきと思いますが、その考え方についてお聞かせくだ

さい。 

 20番目の質問は、街路整備事業について。 

 広美町海岸線の完成見通しについてお示しください。 

 次の質問は野生動物に配慮した道路整備についてで

あります。 

 野生動物の生息環境や動物と自動車との衝突事故防

止等に配慮した道路整備をすべきと思いますが、考え

をお示し願います。 

 22番目の質問は、田高地区の雨水排水計画について

であります。 

 田高地区、長内町の７地割から10地割の下水道雨水

排水計画の進捗状況についてお示しください。 

 次に、教育行政について教育長に３点の質問をさせ

ていただきます。 

 １点目は、新野球場建設についてであります。早期

完成を目指しながら、そして関係者等から多くの意見

を聞きながら進めるべきと思います。今後の進め方に

ついてお聞かせ願います。 

 ２点目は、学校給食についてであります。地元食材

の利用状況と地産地消率を高める方策についてお示し

願います。 

 ３点目は、郷土芸能ナニャドヤラについてでありま

す。郷土芸能ナニャドヤラの意味と起源をどのように

とらえているのか。また、後継者育成に支障を来さな

いようにナニャドヤラの分類を行い、ビデオ等による

資料の保存をすべきと思いますが、その考え方につい

てお聞かせください。 

 以上で登壇しての私の質問を終わりますが、長年市

職員として市政発展に努めてこられ、この３月末をも

って定年退職されます田老山形総合支所長、根井議会

事務局長をはじめとした職員の方々のこれまでのご労

苦に対し、敬意と感謝を表したいと思います。 

 また、今任期を締めくくる今定例会、私にとりまし

ても市議会議員としての12年間の締めくくりの議会に

登壇の機会を与えてくださいました同僚議員の皆様に

感謝を申し上げます。 

 ４月の選挙に立候補なさいます皆様には、何よりも

当選されまして、市政発展はもとより、議会改革にも

積極的に取り組んでいただきますことを希望いたしま

して降壇させていただきます。 

○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）  政和会代表桑田鉄男議員のご

質問にお答えをいたします。 

 初に、新年度予算編成についてお答えをいたしま

す。 

 まず、新規重点事業についてでありますが、本年１

月から対象を小学生までに拡大した医療費助成に加え、

小児用肺炎球菌、子宮頸がんワクチン等の予防接種助

成事業に、新たにヒブワクチンを追加したほか、児童

虐待防止対策事業、学童保育施設整備事業及び久慈小

学校改築事業など、子育て支援の拡充と教育環境の改
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善に努めたところであります。 

 また、岩手大学との共同研究によります廃棄物減量

対策事業をはじめ、家庭用生ごみ処理機購入補助の拡

大及び資源物集団回収に対する支援など、環境対策へ

の取り組みを推進したところであります。 

 さらには、市単独の新卒者雇用支援奨励金交付事業

などにより、雇用対策の推進を図るなど、緊急を要す

る事業に対し、重点的に予算を配分したところであり

ます。 

 また、特徴についてでありますが、新年度予算は市

税の減収見込みや、扶助費の増嵩など、厳しい財政環

境のもとでの編成となりましたが、久慈市総合計画後

期基本計画に基づきながらも、変化の激しい時代の要

請に応じた効果的かつ弾力的な広範囲の事務事業に配

意したところであり、子育て支援、環境対策、緊急雇

用対策のほか、社会基盤整備、市民との協働、交流と

連携の推進など、当面する重要課題に十分にこたえ得

る予算編成ができたものと考えております。 

 次に、予算関連法案が年度内に成立しない場合の影

響についてでありますが、子ども手当法案や税制改正

法案などは、市民生活や市財政に直接かかわるもので

あり、また、公債特例法案は、国の歳入予算総額の約

４割を占める国債発行に必要な法案でありますことか

ら、国庫支出金をはじめ、国直轄事業等への影響も懸

念されるところであります。 

 市といたしましては、引き続き、国の動向を注視し

ながら市民生活に支障を来さないように対応してまい

りたいと考えております。 

 次に、合併後５年間の総括についてお答えをいたし

ます。 

 平成18年３月６日に旧市村が合併してから、新市の

均衡ある発展の実現を目指し、新市建設計画に掲げる

諸施策に取り組んできたところでありますが、同計画

で基幹事業と位置づけておりました夢ネット事業では、

公共施設間に光ケーブル網を敷設したほか、それを活

用した携帯電話の不感地域の解消が図られております。

また、地域コミュニティ振興事業では、自主的な活動

による活力ある地域社会の創出が図られるなど、新市

のまちづくりに大きな成果を残しているものと考えて

おります。 

 さらに、教育・医療・福祉・子育て支援の充実、雇

用の場の創出・確保、生活・生産両面にわたる基盤の

整備、内外の交流促進等、当市が直面する課題に対応

した諸施策につきましても、着実に成果があらわれつ

つあるものと判断しており、それに伴い、新市の一体

感の醸成も着実に生まれてきているものと認識いたし

ております。 

 今後は、さらなる合併効果を実感できるよう、市民

生活に密着した施策や事業を展開するため、市民との

協働を推進するほか、各部各課等の組織が連携を強め、

新市建設計画を踏まえた総合計画後期基本計画に掲げ

る施策や事業を着実に推進してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、久慈市総合計画後期基本計画についてお答え

をいたします。 

 このたび策定いたします総合計画後期基本計画は、

平成18年度に策定いたしました基本構想に掲げる基本

方針や主要施策を引き継ぐことといたしておりますが、

新たに各部課等の組織の連携やさまざまな団体等との

連携を図るための「まちづくりのための連携」にかか

る章と、市政改革プログラムを総合計画に統合し、連

動した改革を行っていくための「まちづくりのための

市政改革」にかかる章を設けるとともに、施策の達成

状況を把握するため、分野ごとに数値目標を掲げた73

指標を新たに設定したところであります。 

 また、市政運営と市民生活の基盤をなす雇用の場の

創出・確保を当市の 重要課題と位置づけております

ことから、農林水産業の６次産業化に都市生活者との

交流を加えました、海業・山業・里業の振興や、起業

支援、新商品開発支援等による内発型産業の創出及び

新規学卒者の就職対策等に鋭意、取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、国家的プロジェクト導入についてお答えをい

たします。 

 我が国を取り巻く経済環境や、国の予算動向等を考

えた場合、国家石油備蓄基地及び湾口防波堤のような

大型事業の新たな導入は相当に困難な状況であると認

識いたしてはおりますが、雇用の場の創出確保や経済

面において大きな効果が期待されますことから、今後、

国等の動向を注視しながら対応してまいりたいと考え

ております。 

 次に、地上デジタル放送についてお答えをいたしま

す。 

 市内全域におけるデジタル化への移行実態を把握す
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ることは困難な状況にはございますが、本年２月10日

現在、55地区1,289世帯が新たな難視聴状況にあると

認識いたしているところであります。 

 今後は、総務省や放送事業者等と連携しながらアナ

ログ放送終了後にテレビの視聴ができない世帯が発生

しないよう、特に高齢者世帯等を中心に鋭意、周知と

支援に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、低気圧による災害についてお答えをいたしま

す。 

 復旧の見通しと、被災者への支援についてでありま

すが、農業関係の主な被災はニワトリのへい死、７万

3,800羽、ビニールハウスの倒壊15カ所となっており

ますが、経営者みずから加入する共済制度等の活用に

より早急に復旧されるものと考えております。 

 林業関係の主な被災は、林道12路線、16カ所、製炭

窯の倒壊となっておりますが、林道につきましては早

期復旧を期するとともに、製炭窯についてはその復旧

を支援してまいりたいと考えております。 

 水産関係の主な被災は定置網22カ統、養殖施設205

台、漁船流失17隻など、大きな被害を受けております。 

 定置網につきましては、今後、県と市町村が利子補

給する無利子融資で、かつ元金返還を一定期間据え置

きをする定置網復旧緊急支援資金貸付事業により支援

するとともに、養殖施設につきましては、県単及び市

単独事業により支援してまいりたいと考えております。 

 また、漁港施設は早期復旧に向けて万全を期してま

いりたいと考えております。 

 なお、漁船につきましては、漁船保険で復旧できる

と久慈市漁業協同組合から伺っているところでありま

す。 

 市道の被災は、市道天田内三日町線など16路線17カ

所となっておりますが、年度内の全面復旧を予定して

いるところであります。 

 公園施設の被災につきましては、外灯の倒壊、倒木、

ごみの堆積等の被害がありましたが、年度内に復旧し

てまいりたいと考えております。 

 次に、津波避難対策用照明灯の設置についてお答え

をいたします。 

 津波避難対策用照明灯につきましては、久慈市地域

防災計画に基づき、夜間においても避難者の避難誘導

が迅速かつ安全に行われるよう、今年度から湊町地区

に太陽光発電式の避難誘導照明灯を３カ所設置したと

ころであります。 

 今後につきましても計画的に避難場所等の環境整備

について鋭意取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、子育て支援についてお答えをいたします。 

 まず、保育料についてでありますが、現在、同一世

帯から２人以上の児童が保育所に入所している場合、

２人目の保育所を半額とし、３人目以降については無

料とするほか、平成20年度から世帯の第３子につきま

しても一律に50％の低減策を講じているところであり

ます。 

 このことによりまして、平成21年度の国の徴収基準

額に対する市独自の軽減率は約28％となり、軽減額は

約8,900万円となっております。 

 また、今後の具体的な子育て支援の考え方でありま

すが、保育料の軽減はもとより、民間保育所や放課後

児童クラブの施設整備などの保育環境の充実、乳幼児

の医療費助成、小児用肺炎球菌ワクチンをはじめとす

る各種ワクチンの助成、児童虐待防止対策として相談

員の配置、支援センターにおける子育て相談及び発達

におくれのある児童への支援事業の拡充など、時代の

ニーズに適応した子育て支援施策の推進に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、子ども手当についてお答えをいたします。 

 子ども手当は、平成22年度において新たな制度とし

て全額国費で対応するとの施策でありましたが、当該

年度は国の財源不足等から児童手当と同様の地方負担

を求め、１年限りの施行となっております。しかし、

子ども手当の実施に当たり、地方への十分な協議、説

明がないまま制度が実施されておりますことから、当

市においても全国市長会等を通じながら、子ども手当

の本格的な制度設計に当たっては地域主権の理念に基

づき、都市自治体の意見を十分尊重し、総合的な子育

て支援策に関し、国と地方の役割分担を明確にした制

度の構築を図ることなどの要望を行ってきているとこ

ろであります。 

 現在、平成23年度における子ども手当の実施が決定

されていないことから、引き続きその動向を注視して

いるところではありますが、当市における子育て中の

家庭に対する不利益を回避するため、手当を支給すべ

く予算計上しているところであります。 

 次に、特定健診の受診についてお答えをいたします。 

 当市における国民健康保険特定健康診査の受診状況
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は、平成21年度26.3％、平成22年度見込みでは28.4％

であり、2.1％程度向上する見込みでありますが、県

内平均である約40％と比較すると低い状況となってお

ります。 

 受診率向上のための取り組みといたしましては、平

成23年度から健診にかかる自己負担額を無料化するこ

とといたしており、また、今年度行いました特定健康

診査等のアンケート結果の検討に基づく未受診者への

受診勧奨の推進、休日健診の実施等による受診機会の

拡大に努めるなど、受診率の向上を図ってまいりたい

と考えております。 

 次に、ドクターヘリの県境を越えた連携についてお

答えをいたします。 

 岩手県では平成24年度にドクターヘリを矢巾町の岩

手医大キャンパスに配備する予定となっております。

当市といたしましては、半径50キロメートル圏内での

ドクターヘリ運航が救命率等から効果的な出動範囲で

あると認識しており、岩手県知事に対して広範な県土

をカバーするための複数機での運航と、県境を越えた

運航の実現を要望しているところであります。 

 今後におきましてもドクターヘリ運航圏内に、早期

に組み込まれるよう鋭意取り組んでまいります。 

 次に、福祉目的に使用する場合の市有地の使用料減

免についてお答えをいたします。 

 市有地を貸し付ける場合の使用料の減免等につきま

しては、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条

例」において、公共的団体等が公用、または公益事業

の用に供する場合等に限り、無償または減額し、貸し

付けることができることとなっております。 

 お尋ねの施設は、その借り受け目的が産地直売施設

の用に供するものでありますことから、有償での貸し

付けとなっているものであります。 

 次に、第１次産業の振興についてお答えをいたしま

す。 

 農林水産業の従事者の状況は、平成17年農林業セン

サスによりますと、農業においては60歳以上の従事者

が43％、林業では44％となっております。また、漁業

では平成20年度漁業センサスによりますと52％が60歳

以上となっておりますことから、農林業者の大半は後

継者の確保に苦慮している状況でありますとともに、

後継者の育成、確保は重要な課題ととらえているとこ

ろであります。 

 今後の振興策についてでありますが、農業において

は認定農業者や集落営農組織への誘導など、地域ぐる

み農業の推進に努めるとともに、当市の気候や地理条

件を活用した作物のさらなる生産拡大に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 林業においては南部アカマツなどの地元産材の利用

促進を図るとともに、特用林産物の生産拡大に取り組

んでまいります。 

 水産業においては、ウニ・アワビなどの種苗、稚魚

放流への助成に加え、漁場の造成事業などにより資源

の確保とつくり育てる漁業を推進してまいりたいと考

えております。 

 さらに、農山漁村の暮らしや体験を通じての都市と

の交流や未利用資源の発掘、利活用、加えて６次産業

化の促進により振興を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、林業振興についてお答えをいたします。 

 都市との連携による国産材活用拡大策と森林整備の

推進を図る林業振興についてでありますが、都市と山

村が連携した地域林業の振興は、森林の持つ多面的機

能の維持増進という観点からも注目を集めているとこ

ろであります。また、地元産材の利用拡大が図られる

ことは、森林整備意欲と林家所得の向上につながるも

のであると認識いたしております。 

 市といたしましては、先進事例を参考に、南部アカ

マツをはじめとする高品質、高付加価値型の建築部材

の提案や、白樺林の保護など、森林環境保全を目的と

した企業の森の誘致などを通しまして、森林林業の振

興を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、地元企業の支援策についてお答えをいたしま

す。 

 雇用の場の創出確保は、市政の 重要課題の一つで

あるとの認識のもとに、企業の誘致、既立地企業に対

するフォローアップ、起業支援や産学官連携を通じた

内発型産業の振興などに積極的に取り組んでいるとこ

ろであります。 

 市内企業への具体的な支援といたしましては、企業

訪問等を通じて聴取した操業上の課題について、必要

に応じて制度融資や各種助成金等の情報提供を行いま

すほか、財団法人いわて産業振興センターなどの産業

支援機関や、岩手大学及び岩手県工業技術センターな

どの大学、試験研究機関の活用などについても助言い
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たしているところであります。 

 また、久慈・ふるさと創造基金による起業支援、大

学等との連携による新商品の開発や販路拡大の取り組

みに対する補助などにより一定の成果を上げることが

できたと認識いたしており、引き続き当該企業に対し

ても他の地元企業と同様にきめ細やかなフォローアッ

プを展開しながら産業の振興に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、今春卒業する高校生の就職内定状況について

お答えをいたします。 

 まず、久慈管内における就職希望者の内定状況につ

いてでありますが、平成22年12月末で就職希望者261

人に対し232人が内定し、内定率は88.9％、また、こ

のうち管内希望者は就職希望者63人に対し49人が内定

し、77.8％であると久慈公共職業安定所から伺ってい

るところであります。 

 また、就職内定の向上のための市の取り組みについ

てでありますが、これまで久慈雇用開発協会による企

業訪問や就職面接会、ジョブカフェ久慈によります各

種研修会など、関係機関と連携を図りながら各種事業

を実施してきたところであり、加えて今年度、新卒者

雇用支援奨励金制度を創設したところであります。新

年度におきましては、新卒者を雇い入れた事業主に対

し、内定時期を問わず奨励金を交付するよう制度拡充

を行いたいと考えており、引き続き新規学卒者の雇用

の拡大と地元への就職支援を図ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、観光振興についてお答えをいたします。 

 観光は、農林水産業や商工業等を集約した総合産業

として位置づけており、その振興を図るために、それ

ぞれの産業に携わる民間事業者や市民、さらに関係団

体や行政が互いに連携し、当市の持つ豊かな自然やす

ぐれた景観、多彩な体験などをいかし、交流人口の拡

大と観光振興を図ってまいりたいと考えているところ

であります。 

 また、今ある美しい自然、伝統文化や食文化などの

資源を有効活用し、ここでしかできない自然体験、食

体験など独自の体験を通し、教育旅行をはじめとした

体験型観光の情報発信を展開してまいりたいと考えて

おります。 

 なお、平成24年４月から６月までＪＲ各社により展

開されます、岩手デスティネーションキャンペーンに

おいては、全国に向けて地域の魅力を発信していく絶

好の機会ととらえており、積極的なＰＲに努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、市道整備についてお答えをいたします。 

 まず、市道中の橋栄町線の歩道設置を含めた拡幅に

ついてでありますが、この路線は通勤や通学に利用さ

れており、現況の道路幅員では車がすれ違うことも困

難な状況であることは認識をいたしております。 

 しかしながら、歩道設置を含めた拡幅には、新たな

用地の確保が必要でありますことや、市道と隣接して

並行する雨水排水幹線水路を活用しての歩道整備には

多額の事業費を要しますことから、当面の事業化は困

難であると考えております。 

 次に、市道久慈港線の改良整備についてであります

が、本路線沿いには工場や事業所などが立地しており

ますことから、その整備の必要性について認識してい

るところであり、現在進めております諏訪下地区の道

路整備の一環として優先度等を勘案しながら、順次整

備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、市道大尻川原屋敷線の進捗状況についてであ

りますが、現在、大尻地区及び川原屋敷地区の２工区

で事業を展開しているところであります。 

 このうち大尻地区は、計画延長1,200メートルのう

ち平成20年度繰越事業完了時点で約980メートルが改

良済みとなる予定であります。 

 また、川原屋敷地区につきましては、計画延長

3,900メートルのうち、平成22年度繰越事業で新たに

工事着手し、約30メートルの改良舗装を実施する予定

であり、来年度につきましても引き続き、大尻、川原

屋敷両地区の改良舗装等を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、市道の未舗装路線に対する取り組みについて

でありますが、平成21年度末現在の市道の総延長は約

689キロメートルであり、このうち未舗装路線の延長

は約298キロメートル、約43.2％になっております。 

 舗装整備につきましては、改良済み道路の舗装工事

のほか、老朽化した舗装の更新工事等を実施している

ところであり、今後におきましても、従来の整備手法

に加え、1.5車線的道路整備など、社会情勢の変化や

地域の実情に応じた効果的な道路整備に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 次に、久慈街道踏み切りの安全対策についてお答え
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をいたします。 

 この踏み切りは市内でも交通量が多く、交通の円滑

化や安全性の確保のため、歩道を設置する必要がある

ものと認識をいたしております。このため、ＪＲ東日

本盛岡支社と協議を重ねた結果、踏み切り内の歩道整

備について理解を得ることができましたことから、来

年度予算に測量設計費を計上したところであり、来年

度は整備手法等の検討を行い、踏み切り内の歩道整備

に向け、取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、街路整備事業についてお答えをいたします。 

 都市計画道路広美町海岸線の完成見通しについてで

ありますが、本路線は現在、地質調査や交通量調査が

終了し、事業認可に向け、概略設計、交差点協議等を

進めているところであります。 

 来年度におきましては、事業認可申請、道路詳細設

計、用地測量等を行い、一部の用地買収や補償等を実

施する考えであり、平成27年度完成を目標に順次、整

備してまいりたいと考えております。 

 次に、野生動物に配慮した道路整備についてお答え

をいたします。 

 道路整備は少なからず自然環境に影響を与えますこ

とから、野生動物を含め、自然界への影響を 小限に

抑えることは重要な事項であると認識をいたしており

ます。 

 特にも、現在、事業着手しております八戸・久慈自

動車道、久慈北道路につきましては、野生動物の生息

環境にとどまらず、車両が高速で走行することからも

野生動物との衝突事故の危険性も考慮しなければなら

ないものと認識いたしております。 

 三陸国道事務所によりますと、環境調査を踏まえ、

地形の改変量を極力抑えた整備計画としていることか

ら、各種野生動物の生息環境は保全可能と予測してい

るとともに、野生動物との衝突事故の防止対策として、

全線にわたり進入防止柵を設置する計画であると伺っ

ているところであります。 

 後に、田高地区の雨水排水計画の進捗状況につい

てお答えをいたします。 

 当該地区は、大雨により浸水被害が発生する地区で

あると認識をいたしており、今年度、田高地区及び新

築町の一部を事業計画の認可区域へ編入するため、測

量等調査を実施したところであります。 

 今後、この成果をもとに本年７月をめどに認可区域

拡大の法手続を進めてまいりたいと考えております。 

 以上で、政和会代表、桑田鉄男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  政和会代表、桑田鉄男議員

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、新野球場建設の今後の進め方についてであ

りますが、昨年10月に新野球場建設基本調査を専門業

者に委託し、６カ所の候補地について自然的、社会的

条件及び概算事業費などの比較検討を行った上、庁議

で協議した結果、新野球場の建設を推進するとの結論

を得たところであります。 

 今後、地権者の意向打診や詳細な調査を進め、建設

見通しを見極めた上、基本設計及び用地測量等の関係

予算措置を議会にお諮りしたいと考えており、建設に

当たっては関係機関、団体等から広く意見を聞く場を

設けてまいりたいと考えております。 

 次に、学校給食についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 まず、地元食材の利用状況でありますが、収穫期に

あわせた献立の工夫や久慈市産指定などによる利用拡

大に努めているところであり、本年１月末現在におけ

る地元食材の購入額は約4,702万円で全体購入額に占

める割合は31.75％となっており、前年度とほぼ同率

となっております。 

 今後の地元食材の利用率向上対策でありますが、一

層の献立工夫や地産地消を目的とした久慈市地産地消

推進検討会議等において、関係課、関係機関と連携を

図りながら利用拡大に努めてまいります。 

 後に、郷土芸能ナニャドヤラについてお答えをい

たします。 

 まず、ナニャドヤラの意味と起源についてでありま

すが、当地方におきましては盆踊りとして受け継がれ

ているものと認識をしております。しかしながら、意

味と起源につきましては、さまざまな説があり、明確

にはとらえてございません。 

 次に、ナニャドヤラの分類と資料の保存についてで

ありますが、ナニャドヤラはそれぞれの地区ごとに踊

りのリズムや踊り方が異なっており、実態の把握や分

類は困難な状況でありますが、山形町盆踊り保存会、

久慈備前太鼓など、組織的に保存・伝承活動に取り組
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んでいる団体もあり、久慈市郷土芸能祭等に出演をい

ただいた際にはビデオ等で記録保存をしているところ

であります。 

 今後におきましても、このような市民への鑑賞の機

会を設けるとともに、ビデオ等での記録保存を継続実

施し、資料の保存に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で、政和会代表、桑田鉄男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を許します。

14番桑田鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  答弁をいただきました。何点

か再質問をさせていただきます。 

 初に新年度予算についてでございます。 

 いずれ地方分権なり地域主権、そういった中にあっ

て、国の動向が定まらないので苦慮された。これはも

う、やっぱりそのとおりだと思います。 

 そこで、いずれ、今の政権の政策といいますか、４

Ｋとか５Ｋとか言われておるんですが、子ども手当に

ついてでございます。これは予算は通っても関連法案

が通らなければ、いわゆる時限立法なんで、４月以降

については前の児童手当ということになるのかなと、

そういうふうに思うんですが、そういった場合の市で

そういった事務執行する場合の影響についてお尋ねを

したいと思います。 

 また、地方交付税の別枠加算について、これは何か

見直しといいますか、廃止されるのではというのを以

前聞いたことがあるんですが、このことについて何か

あれば、お尋ねをしたいと思います。 

 あと、合併５年の総括についてでございます。 

 今の答弁ですと、いわゆる両地域の均衡ある発展、

これは果たされたと、そういうふうな答弁だったかな

とは思うんですが、いずれ地域によっては衰退をした

と、そういう声も聞かれますので、いずれ今後、この

通告にもあるんですが、合併効果を実感できるような

施策や事業展開をしてほしい、そういうふうに思うん

ですが、いずれその一部地域が衰退したと、そういう

ふうな声に対してどういうふうな認識を持っておられ

るのかなと、そういうふうに思いますので、そのこと

についてもお尋ねをしたいと思います。 

 あと、４番の国家的プロジェクトの導入についてで

ございます。 

 今の国等の状況からすれば、大型事業の導入等はな

かなか厳しいと、それはわかるんですが、いずれ以前

の質問の際に庁内にプロジェクトチームなんかもつく

って検討をしたいというふうな答弁があったこともご

ざいますので、こういうこと等を検討してるのであれ

ば、どういう状況になっているのかについて、お尋ね

をしたいと思います。 

 それから、５番目の地デジの関係です。 

 ほぼ順調に進んでいるということのようです。私ら

の地域でも共聴組合を設置をして、今、ほとんど事業

は終わる方向にはなってるんですが、なかなか、まだ、

一、二ではございますが理解をしてもらえないと言い

ますか、地上デジタルに移行すれば、もう今のアナロ

グでは受信をできませんと、そういうことを話をして

もなかなか理解が厳しいと、そういうふうな状況もご

ざいます。そういう方等につきましても、今担当部課

ではきめ細やかな説明等をしながら、いわゆるテレビ

難民と言われる方等をつくらないようにしていただき

たいと思いますが、あと３カ月、４カ月になりました

ので、今後の進め方についてお尋ねをしたいと思いま

す。 

 あと低気圧の災害ですが、国の災害査定を受ける部

分については、漁港施設等の復旧です。そういうふう

な場合にはこれは若干時間はかかるのかなと、そうい

うふうには思うんですが、それ以外についてはおおむ

ね年度内に復旧する見通しなのかについてお尋ねをし

ます。 

 それから、ドクターヘリの関係です。岩手県も再来

年度ですか、導入という計画があるようでございます。

市長の答弁にも広い県土を有することから、複数機の

配備ということなんですが、ちょっと考えるに今の矢

巾を基地にしてということになれば、例えば岩手県が

複数機配備ということになっても、なかなか県北、こ

の地域にはというふうな気がします。どちらかといえ

ば、もう１機は県南のほうを拠点とした運航になるの

かなと、そういうふうな気がしますし、三陸沿岸の都

市会議で市長も提案をしたという新聞記事もございま

したが、いずれ、今整備等配備がされています八戸、

ここをやっぱり有効に活用する。そういう連携を強く

進めていくべきかなと、そういうふうに思います。 

 三圏域連携、前にも私は話をしましたが、その中で

このこともぜひ、大きな課題として取り組んでいただ
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きたいと思いますが、市長のお考えをお尋ねをしたい

と思います。 

 あと第１次産業の振興です。いずれもがいわゆる60

歳以上ですか、そういう方の割合が高いということで、

なかなか後継者がない、そういう状況だという答弁も

ございました。私も同じ認識でございます。いずれ何

で後継者がないのかといえば、いわゆる食っていけな

い、魅力がないということではないかなと、そういう

ふうに思ってございます。 

 私の周り等を見ましても、後継者を育てて立派な取

り組みをしているといえば、木ノ下林業さん、田村牧

場さんぐらいかなと、そういうふうに思っています。

こういう方は年が若い、若いと言えば失礼なんですが、

やはりこれからの林業なり、農業なりをどうするかと

いうことを真剣に考えて、やはり後継者をつくってい

くというふうなことで取り組みをしているのだなと、

そういうふうに感じてございます。 

 いずれこの地域、先ほど学校給食のところでも答弁

があったんですが、地元食材の利用率が30％台ですか、

日本の食料の自給率40％ということからいけば、これ

もちょっと足りないかとは思うんですが、いずれ魅力

のあるという、食べていけるんだという１次産業、こ

れをするためには地方の一自治体であってもこの地域

独特の自給率の向上策というふうなものもつくって、

いろんな部課、縦割り行政と言われるんですが、縦割

りではなく横の連携を取りながら、そういうふうなの

にも取り組んでいけばいいのかなと思いますが、考え

方についてお尋ねをします。 

 あと、市道整備についてでございます。市道中の橋

栄町線、ここは答弁にもありましたとおり、通学路と

か通勤の方々がたくさん通る路線でございます。水路

もあってなかなか厳しいということではございました

が、今、家もどんどん建ってきている状況にございま

す。早いうちに水路を利用するなり、新たな用地を設

けて歩道を設置するなりしないと、だんだん今後ます

ます厳しくなるのかな、そういうふうに思います。現

状を認識されているということですが、さらに今後、

強く進めるに当たっての考え方をお尋ねをしたいと思

います。 

 あと、21番の野生動物に配慮した道路整備、これは

今の答弁ですと、三国国道工事事務所では、動物が入

らないような柵をつくるということなんですか、いず

れ野生動物、これらが自由に往来をしたり、生息して

いるところに人間の都合で道路をつくるということで、

こういった衝突事故等が起きて貴重な野生動物が死ぬ、

そういう状況もあるのかなと思っています。動物が道

路等に上がらなくても道路下等を通れるような構造、

やはりそういうのが大事なのかなと、そういうふうに

思います。そのことでひとつ考え方をお尋ねをしたい

と思います。 

○議長（宮澤憲司君）  桑田議員にお願いしますけれ

ども、一応質問の持ち時間がありますので、その辺を

考慮しながらの質問をしていただきたいと思います。 

○14番（桑田鉄男君）  もう一点だけ。新野球場の建

設についてでございます。先ほど教育長のほうからも

広くいろんな方々の意見を聞きながらということでご

ざいました。 

 そこで私から提案があるんですが、久慈出身で読売

巨人軍にいた方が定年退職をされたということのよう

でございます。今後は機会があれば講演とか、さまざ

まの活動をしたいということも言ってるようでござい

ます。こういった方々の意見をアドバイザーなりにお

願いするなりして聞くことも大変意義のあることかな

と、そういうふうに思いますが、考え方をお尋ねしま

す。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  それでは、合併にかかわるご

質問とドクターヘリについて私から答弁をさせていた

だきます。 

 桑田議員ご指摘のとおり、合併後において地域コミ

ュニティ活動が活発化した地域あるいは活発化されて

いない地域が存在することは事実であろうと、このよ

うに思っております。その要因はそれぞれの地域、地

域に事情があるだろうと、このように思っております

けれども、いずれ私ども行政といたしましてはいずれ

の地域も地域コミュニティ活動が活発化、活性化して

いただきたいというふうに願っております。そうした

ことから、地域コミュニティ振興事業、これらの活用

でありますとか、あるいは内外の交流、あるいはその

地域の特性にあったような産業振興、これらを柱にし

ながら、その地域の活性化を引き出してまいりたい、

このように思っております。また、この内外の交流は

その久慈市以外の内外の交流ということもあるんです

が、やはり久慈地域内とでの交流、こういったところ
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も大変に重要な視点だろうと、このように思っており

ます。山形地区では合併後、ぐれっと山形街道祭など

を開催しながら、地域の活力を引き出そうという一体

的な取り組みをなされているわけであります。こうい

ったことを支援してまいりたい、このように思ってお

ります。 

 それから、ドクターヘリについてでありますけれど

も、ご指摘のとおり、本県の場合広大な県土面積を有

しておりますことから、１機の配備ではカバーしきれ

ることは難しいだろうと思っています。そうした中で

当面考えられることは、青森県に配備されております

ドクターヘリの連携と、こういうことになりますけれ

ども、青森県側は八戸に置くか、青森市地域に置くか

ということでご承知のような状況で半々の配備を考え

ているようであります。そうなった場合に青森市地域

に配備された場合には50キロ圏域を久慈市は飛び出し

てしまう、こういうことにもなります。他県頼みでは

いけないのだろうと思っております。本県が複数配備

する上で両県が隣接県同士が協力しあう、こういった

ことが実現されなければならないものだろうと、この

ように思っておりまして、そういった趣旨から昨年８

月だったと思いますが、知事にもこのことを申し伝え

たところであります。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私から、国家プロジェクト

にかかわっての庁内プロジェクトチームの立ち上げと

いうふうなことでありますけれども、いずれこの国家

プロジェクト事業については、地域の経済の活性化あ

るいは雇用の場の創出確保ということから非常に多大

な効果があることは認識をしているところであります。 

 市長からも答弁を申し上げておりますけれども、国

の動向注視ということでありますが、各省庁にわたる

いろいろな情報等もそれぞれ収集しなければならない

わけでありまして、その点で言いますと、各部との連

携というのは庁内やっぱり必要になってくるわけであ

ります。そういうふうなことから、このプロジェクト

チームがいいのかどうなのか、いずれその方向での検

討は今後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いうふうに思います。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私からは地方交付税等改

正法案が成立しない場合についてお答えしたいと思い

ます。 

 地方交付税につきましては17兆円余りの国家予算ご

ざいますけれども、これが成立しない場合には当然の

ごとく議員がご指摘のとおりの別枠加算、これを含め

まして減額になるっていうのは想定されております。

私どもとしましては、それ以上、今、情報ございませ

んので、いずれ国の動向等を注視しながら対応策につ

いていろいろ検討してまいりたいと、そのように考え

ています。 

 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）  私からは地デジ対策

についてお答えをしたいと思います。 

 議員ご指摘のとおりテレビを見れない世帯がないよ

うに、きめ細かな対応、特に高齢者対策については意

を用いて対応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）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、子ども手

当にかかる新年度の予算と予算関連法案の関係でご質

問いただきました。お答え申し上げます。 

 予算のほうは成立のめどが年度内の成立めどは立っ

たようでございますが、その予算関連法案が国の予算

を執行する上では一体のものでありますことから、な

かなかに厳しい状況があると認識しております。仮に

子ども手当法案が不成立という状況になりますと、先

ほどご質問にありましたように時限立法ということで

ございまして、児童手当法案が復活するという状況に

はなるわけではありますが、これは当市にかかわらず

全国の市町村が児童手当法案に戻すというような形の

新たなシステムをまた改修しなければならないという

ことから、６月、10月、２月という支給がございます

が、 初の６月に支給するということはなかなかに厳

しいものがあろうかというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても安定した政策を望みたいと

いう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）  私から２点のご質問に

お答えをいたします。 

 まず、災害復旧に関してでございますけれども、議

員のお話のとおり漁港施設は補助災害査定を受けた後、



－54－ 

復旧してまいりたい。あとは年度内に完成できないも

のは林道施設の１路線でございまして、被害は年度内

に完成する、復旧できる見込みとなってございます。 

 次に、第１次産業の振興に関してでありますが、議

員のご意見のとおり、庁内の横の連携をより図って、

農林水産物のさらなる生産拡大とともに、生産物を活

用した６次産業化を推進して、振興してまいりたいと

考えてございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、私から市道の整

備にかかわってのご質問をいただきました。 

 中の橋栄町線の整備にかかわってありますけれども、

これについては市長からもご答弁申し上げましたとお

りの水路の利用とか、それから議員ご指摘のように宅

地が 近ふえているという部分でありますが、現在、

宅造にかかわっての部分でありますけれども、現在の

市道が幅員が３メートルの状況であります。そういっ

たことからこの地域で宅造する場合にはセットバック

といいますか、１メートル歩道の確保をするために市

道の寄附、寄贈等をいただいております。あとまだ水

田として、まだ利用されている方もございますので、

それにつきましては今後の状況を見ながら宅地になる

のかどうか、そういったところ等々を見極めていかな

ければならないというふうにとらえております。 

 水路にいたしましても水路の幅員といいますか、幅

が2.4メートルございます。これふたをかけるという

ことも一応あるわけでありますが、ただ、そのふたを

かけるに当たりましても、歩道にしていく場合に耐久

性、そういったもの等々もこれから考慮しなければな

らないということでありますので、いずれ検討課題に

させていただきたいというふうに思っております。 

 それから、野生動物に配慮した道路のつくり方とい

うことで、久慈北道路については以前市長からもご答

弁申し上げましたように、三陸国道事務所ではそれな

りの2.5メートルの高さの柵を設けるというふうにな

っております。議員ご指摘のとおり道路の下に動物等

が通れる通路を設ければいいわけでありますけれども、

いずれ市道等と交差する部分についてはすべてボック

スカルバート等で覆って通路が確保されるということ

でありますので、それにつけても野生動物が道路に飛

び出す可能性が高い区間、こういったものについては

ドライバーの注意を喚起するための標識等を設置して

まいるというふうなことで三陸国道事務所から伺って

いるところでございます。 

 それから、この前の災害にかかわって市道等の整備

でありますけれども、これにつきましては、補正予算

で事業費をお認めいただきましたので、年度内の完了

に向けて努力してまいりたいというふうに思っており

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）  野球場の建設についてのご

質問にお答え申し上げますが、広く意見を聞きたいと

申しますのは、メインになるのは野球場の建設でござ

いますが、この野球場建設に当たって、野球場そのも

のだけではなくて他の競技等にも使えるようにしてい

きたいといったことから、広く意見を聞きたいという

ふうに思ってございます。 

 今、議員さんお話になられましたかつてプロ野球で

活躍された方についても、それについても参考とさせ

ていただきたいというふうに思ってございます。今後

詰め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）  ６番藤島文男君。 

○６番（藤島文男君）  政和会代表桑田議員の一般質

問に関連して、私から２点お伺いします。 

 その１点目は番号で申しますと７番の津波避難対策

用照明灯の設置について、もう一点は20番街路整備事

業について、この２点についてお尋ねします。 

 桑田議員の質問について市長のご答弁を賜りました。

その上で再度、一部方向の違う点からご質問させてい

ただきたいと思います。 

 まず 初に津波避難対策用の照明灯の設置でありま

すが、これにつきましては実質、昨年の暮れには既に

照明器具、３カ所、３基を設置していただき、大変効

果的であるし、地域の方々からそれぞれ承っても高い

評価を得ているところであるし、特に、防災関係者に

ついては大変喜んでおりますので、いいことをやって

いただいたとそのように私も考えております。 

 そこで、津波の避難場所という限定された中での避

難箇所が市内全部で何カ所あるのか。その辺をお伺い

しながら順次、金比羅山神社の周辺の避難場所のよう

に残った部分についても可能な限り早急に計画的に取
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り組んでいただきたい、そのように希望します。 

 もう一点は、今回の一般質問の通告後に実は津波に

関することで平成22年度の津波防災発表会ＩＮ久慈と

いう催しものが、つい先日の２月27日に久慈グランド

ホテルでありました。時間がありましたので、私も参

加、出席して子どもさんたちの意見やあるいは学校の

先生方が取り組んでいる、あの久慈湊小学校の皆さん

の活動ぶりを間近に見たり、聞いたりして感銘してき

ました。 

 もとより津波対策あるいは災害対策というものにつ

いては、資機材とか、環境の整備とかいろいろなこと

は大事ですけれども、それを本当に地域の方々が防災

というもののどのようにして位置づけ、意識高揚して

いくかというのが も重要なことであると私は思いま

す。 

 そういう意味で、学校みずからが立地環境を目の前

にしながら津波対策ということの意識高揚、これに努

めているなと、大変感動しました。子どもの目線で見

た怖い津波ってどういうことか、それに対して自分た

ちがどう取り組んでいくか、家庭でどう取り組んでい

くか。そして、仲間とどう取り組んでいくかというこ

とが本当に切々と伝えておりました。また、実際に体

験された方のご高齢の方のビデオも拝見しました。そ

れから、全体に取り組む中でも学校でも大変校長先生

以下、一生懸命になって取り組んでいる姿を目の当た

りにして大変すばらしいと思いました。 

 今後、特に私が希望したいのは、いろいろな施設な

りあるいは環境の整備しつつ、あわせて教育の現場に

おいても並行して取り組んでいただければ大変いいな

と。やがてこの久慈湊小学校の生徒さんたちのような

体験、経験がこの地域に残るか、残らないかは別とし

て、たとえどこに行っても津波対策ということについ

ての意識高揚、啓発には大変将来大きな役割を果たし

ていくものと期待しておりますので、その辺もあわせ

て教育委員会なり、それぞれの主管において特に力を

入れていただきたい、そんなふうに思っております。 

 続けて２点目の街路整備についてお尋ねします。 

 ３月20日に下長内旭町線の完成の運びと、こういう

ことでございまして、大変長期にわたって苦労された

と思いますが、現実にあそこに間もなく開通できると

いう実感がしみじみわいてくるように立派にできてお

ります。息をつぐ間もなく次は広美町海岸線の取り組

みということで、前々回の時と記憶しておりますが、

市長にお尋ねして広美町海岸線についての取り組み状

況にお尋ねしておりますが、先ほどのご答弁でも平成

27年度をひとつの目安、目標にしながら一生懸命取り

組んでいるという方向性についてもお伺いしました。 

 いろいろ現実に取り組んでいく場合に障害になるこ

とも多少あるかもしれませんが、どうかぜひ、この目

標の27年度まで完成を目指して一生懸命取り組んでい

ただきたい。そのことをご期待申し上げ、私の質問を

終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  津波の照明灯の関係でご

質問いただきました。 

 指定避難場所につきましては、21年資料現在で全体

で119カ所、そのうち津波対応避難場所、これが11カ

所、議員ご指摘のとおり金比羅神社を含めまして11カ

所ございます。ということで、いずれこれにつきまし

ては来年度予算にもご提案申し上げていますけれども、

来年度につきましても３カ所、海岸部を中心に今後、

順次整備に努めてまいりたいとそのように考えており

ます。 

 それから、幼児教育といいますか、津波教育、これ

は地域住民が一体となった啓蒙策というのは全く重要

なことと同様の認識を持っております。それにつきま

しても、議員おっしゃるとおり、全く幼児教育の段階

からひっくるめて津波に対する啓蒙というのは非常に

重要と考えておりますので、これは関係部局一体とな

りながら、いずれ地域住民に対する啓蒙のひとつの大

きな目的として進めてまいりたい、そのように考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  広美町海岸線のご質問いた

だきました。このこと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れども、この延長が

420メートルで幅員が18メートルの二車線ということ

で、全体事業費を９億5,000万円ということで計画を

しているものでありまして、いずれ平成27年度開通を

目指して努力してまいりたいと考えております。 

 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）  桑田議員の質問に関連をして
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３点ほどお尋ねをいたします。 

 まず、初めに４番の国家プロジェクト導入に関連し

てお尋ねをいたします。 

 国家地下備蓄石油基地は、立地決定が昭和60年４月

ということで現在完成をしておるわけでございます。

私のように山形の人間にとりましては、余り海のほう

に関心を払う機会が少なく来たわけでございますが、

今日合併となった以上は少なからず関心を持っていき

たい。そういう意味から単純な質問でございますが、

どういう目的でこれが始められたのか。そして、国の

ほうからこういう形の事業をやったらどうですかとい

う形で取り組まれたのか、もしくは市民のほうからの

要望がつのられたものが形になったのか、その経緯に

ついてお伺いをしたいと思います。 

 それから、湾口防波堤についても中身については同

じように、どういう目的で始められて、市民からの要

望に基づいて始められたのか、あるいは当局のほうか

らの事業にこぎつけたものか、国のほうからの指導の

もとに始められたものかについて、お伺いをいたした

いと思います。 

 次は、市道整備について、18番について、④番、未

舗装路線の取り組みについて、先ほどご答弁をいただ

きました。限られた予算、そういうものの中から優先

順位等勘案してのご苦労をいただいていることに対し

ては大変感謝を申し上げたいと思います。 

 しかしながら、私はかつて県の方とお話をする機会

があったときに、今、県では全部県道と称するところ

は舗装にするんだ、皆舗装ということで基本に進めて

いるんだというお話に承ったときがあるわけでござい

ますが、市においてもそういう思いの中で実施されて

いるだろうと思いますけれども、この未舗装の部分に

つきましてはやはり市道整備の中の柱として皆舗装に

とりあえずしていくんだ、というような考え方でもっ

て取り組んでいただいているとは思うんですが、そこ

のところをご認識をお伺いしたいと思います。 

 ３点目は教育行政の（３）のナニャドヤラについて

お尋ねをしたいと思います。 

 ナニャドヤラの意味するところの起源については、

特定は私もなかなか難しい問題であり、古くて新しい

テーマとも思っているところでございます。しかしな

がら、現実はあらゆる諸行事において、郷土芸能とい

えばナニャドヤラという現実はだれも否定することは

できない。しかしながら、現実は起源も意味もわから

ないまま歌い、踊っていることに対し、行政が何らか

の権威を示すことが必要でなかろうかと思うわけであ

ります。 

 その中である程度の具体性のある説明ができなけれ

ば、今後の世代に伝承していただく人々に対して説得

力に欠けると思えてなりません。このような状況が長

く続けば、昔は皆やったものだが、今は人に指導でき

るような人はいないという状況が生まれるおそれを感

じるわけであります。 

 そのような意味から、参考までに私事で大変恐縮で

ございますが、私はかつて大阪にいたときのことをお

話しを申し上げたいと思います。私は大阪にいたとき

に本場の河内音頭を見たいと思い、河内長野に盆踊り

を見に行きました。盆踊りが始まったとたん、炭坑節

を踊り始めたわけであります。余りの驚きに、「河内

長野と言ったら河内音頭の本場じゃないんですか」と

尋ねたところ、「昔はもちろん盛大に河内音頭でした

が、今は知っている人も年寄りになり、子どもたちに

教えることが難しくなり、手軽でだれでも踊れるよう

な曲ならということでやっています」というお話を聞

いて、大変驚いた経緯があるわけですが。 

 これを今日の市内で行われているナニャドヤラはも

ちろん、ほかの郷土芸能も活動状況から見ると貴重な

郷土芸能も中には消滅したに等しい演目もあることか

ら、しっかり対応を考えていただきたい。ナニャドヤ

ラの起源、意味の解明等についても本格的調査を学術

的にすべきと思うわけであります。 

 なぜ、学術的かと申せば、中身は違いますが、かつ

て学術的に取り組んだ前例を申し上げてみたいと思い

ます。それはかつて東の隠し念仏、西の隠れキリシタ

ンがなかなか解明できない代表例としてこのように言

われたものと理解するわけですか、昭和６年ごろ東の

隠し念仏解明に国が金を出して取り組んだ経緯があり

ます。これは当時の文部省研究成果観光費補助金でも

って取り組まれた学者がおりました。これは岩手県江

刺市出身で大東文化大学経済学部教授で経済学博士、

文学博士と二つの博士号を持つ学者が取り組み、「か

くし念仏考」なる書の２巻が昭和38年に発行されてい

る。こういう前例をかんがみて考えるならば、私はこ

のナニャドヤラについても、起源、意味についての解

明を国に求めるべき考えをしたらどうかなというふう
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に思いますので、ご所見を賜りたい。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  国家石油備蓄基地建設の経緯

と湾口防波堤の建設経緯についてのご質問がございま

した。私の知る得る範囲内でしかお答えできないわけ

でありますけれども、少し触れさせていただきたいと

思います。 

 初に石油備蓄基地についてでありますが、議員ご

承知のとおり日本はかつて第１次、第２次に及ぶオイ

ルショックに見舞われました。こうしたことから国家

として基本物資である石油の備蓄というところに構想

を持っていったと、このように記憶をいたしておりま

す。 

 その備蓄の方法は国家備蓄と民間備蓄あわせて何日

分だったでしょうか、忘れましたが、恐らく90日分ぐ

らいは備蓄をしましょうというような構想が掲げられ

ました。民間には民間の備蓄としての義務づけ等が行

われたと、このように記憶しておりますし、国家は国

家として何万キロリットルが何日分だったか、ちょっ

とこれも不明でありますけれども、記憶定かでありま

せんが、国家としても備蓄を行う責務があると、この

ように策定をされたというふうに伺っております。 

 その国家備蓄の中で、地上備蓄いわゆるオイルタン

ク備蓄、それから船舶等を活用した洋上備蓄、それか

ら地下を活用した地下備蓄ということで、この地下備

蓄はスウェーデンで既に実績があるという手法であっ

たもので、日本では初めて取り入れた手法であると、

このように思っております。 

 したがって、この国家石油備蓄基地なるものは、国

家戦略としてまずは仕立てられたということでありま

す。そういった動きが出てきた期をとらえて、県、市

等が連携をしながら国に対して備蓄場所として立候補

していったということだろうと、このように思ってお

ります。 

 なお、地下備蓄については500万キロリットルとい

うふうに計画の中では定められたと記憶しております。 

 串木野市、志布志、そして久慈、この３地区が地下

備蓄として決定をされたということもつけ加えさせて

いただきます。失礼しました。串木野と菊間でありま

す。訂正願います。 

 それから、湾口防波堤についてでありますが、この

ことについては、旧久慈市の初代市長が掲げた公約の

中の一つに、牛島から小袖まで外防波堤を建設をしよ

うということを掲げていたと記憶をいたしております。 

 これは当然に久慈市は津波に襲われた歴史を有して

おりますから、市民の皆さんからも津波に対する備え

を万全にしてもらいたい、こういった願いがあったか

らこその、それを受けての公約事項であったというふ

うに判断をいたしております。そうした中で堀込港湾

が整備をされ、そして大型港湾が整備をされていくと

いった中で、いよいよ現実味を帯びてきたのがこの湾

口防波堤築造の構想であったわけであります。 

 実は津波防災にかかわっては大きく二つの手法があ

ると私はとらえております。港でもって津波を抑える

方法と、河川堤防を高くして抑える方法、この二つが

あろうかと思いますけれども、当時の市行政に携わっ

ている方々はこの湾口防波堤による津波対策を選択を

し、かわりに河川堤防嵩高を下げてまでも頑張ろうと

いうような決定をしたというふうに認識をいたしてい

ます。 

 時あたかもこの湾口防波堤の築造の前に、この先ほ

ど申し上げた国家石油備蓄基地の構想が決定をしてい

くわけでありまして、その岩盤トンネルを掘削するわ

けですが、そのがんずりを湾口防波堤のマウンド材、

基礎材に使おうと、こういったあわせた効果をねらっ

ていこうということで、今、現在に至っている。この

ように認識をいたしております。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、私からは市道の

未舗装の改良にかかわってのご質問にお答えしたいと

思います。 

 議員おっしゃるとおり、県では皆舗装ということで

取り組んでおるわけでありますけれども、市におきま

しても当然市道についてはすべて舗装にしていくとい

う目標は掲げてございます。ただ、しかし、その路線、

交通量の少ない路線については先に改良をやっていく

と。それから、改良と舗装を同時に進めていく方法と

か、それから交通量の多い路線とか、それから凍上災

害等で舗装が老朽化して、そこをまた再舗装していか

なきゃならないとか、そういった路線等が数多くござ

います。そういった分では限られた予算の中で、どこ

をどういうふうに優先して道路整備をしていくかとい

うことも毎年度の計画の中で取り組んでやっているわ

けであります。 
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 いずれにいたしましても、市の道路舗装等々につい

ては、いずれこれは何年かかるかわかりませんけれど

も、全部の舗装を目指して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）  ナニャドヤラについての

ご質問に対してお答えしたいと思います。 

 まず、ナニャドヤラの起源、意味等を知らずにその

歌い、踊っていることに対して行政が具体的な説明が

できなければ、伝承している方々に対して説得力が欠

けるんではないかというふうな趣旨のご質問。 

 それから、この郷土芸能を消滅しないように本格的

な学術調査をすべきということで、さらには国の補助

等を導入して国がそういうふうな調査研究をすべきで

はないかというふうなご質問かと思います。 

 まず、このナニャドヤラの起源、意味等につきまし

ては、先ほど教育長から申し上げましたとおり、諸説

がございまして、いまだその定説というのは定まって

いないものと考えてございます。それにもかかわらず

これまで長い間、特に旧南部地方といいますか、で広

く伝承されてきたというのも事実でございます。 

 したがいまして、その意味、起源を定説がないまま

に現在まで伝承されてきたわけでございます。そうい

うふうな郷土芸能、伝承文化というものはそういった

必ずしも意味とか、起源、わからないままに伝承され

て伝えられているのもあるのかなという思いもござい

ます。 

 また、これまでの多くの学術者たちが研究したにも

かかわらず、この定説がないということでございまし

て、これを多くの学者、これまで研究したわけですが、

これを市でもって研究を進めていくということにはか

なりの時間、エネルギー、あるいは予算等が伴うこと

が予想されるということもございますし、そういうこ

ともございまして、かなり、しかもその定説なるもの

が果たして導き出せるのかということもございます。 

 そのようなことで、またさらに国の補助を導入した

らということもございますが、いずれ先ほど教育長か

ら申し上げたとおり、現在活動している保存団体等が

ございますが、その方々が郷土芸能祭等で出演する機

会等も数多く設けてまいりたいと。そういったときに

いろいろビデオ等で保存してまいりたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ７番砂川利男君。 

○７番（砂川利男君）  今そのナニャドヤラについて

お答えをいただいたものに、再度私の考えを聞いてい

ただきたいというふうに思います。 

 一つは、時間の関係で余り具体的に細かく説明でき

ないわけだったんですけども、ビデオで記録保存する

とかという意味は、私が思っているビデオの考え方と

当局の答弁は大分違うなという感じを受けたところで、

要するに私は、このビデオで保存する場合がその踊り

方を一つずつ、ビデオ見て踊る練習ができるような形

のビデオの収録をすべきだという思いを持ってござい

ます。一般的にビデオで撮っているのは、その演目を

演じている状況をざっとビデオで撮っているような感

じの答弁に聞こえたわけでございます。 

 そうじゃなくて、太鼓のたたき方を一つ一つ、踊り

方を一つ一つをスローにして、それを見て教材なり指

導なりできるような形のビデオの撮り方を私はしたほ

うがいいんじゃないのかなという思いでございますの

で、この点についてそのようなお考え方をご認識をい

ただきたいと思います。 

 またこの一説によれば、このナニャドヤラというの

は、330種の歌詞があるというように学者の調べたと

ころでは言うてるぐらいですから、久慈市内の郷土芸

能団体の間の中においても、いろいろ問題が生じたと

きもあるやに聞いておるわけでございますので、そう

いった意味においてはいかなるもんなんだということ

を尋ねてきたところが、原点は教育行政の中において

は大体こういうところじゃないのかなという具体的な

ものを出せるような状況が行政としての権威でないの

かなというふうに思いますので、そこら辺を含めても

う一回ご認識をお伺いしたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいまのナニャドヤラの

件でございますが、砂川議員さんおっしゃってる録画、

ビデオの考え方、私が先ほど答弁申し上げました内容

は実際には異なっているというふうなことが明らかで

ございますが、 初のビデオに撮って踊りを一つ一つ

記録しておくといったことも確かに大事だというふう

に思います。これについては、実は先ほど砂川議員さ

んもおっしゃったように諸説あって、複雑に入り組ん
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でおるところもあるし、あるいはそれがアレンジされ

た踊りであるとか、あるいは歌であるとか、そういっ

たところまでもあるようでございます。 

 そういったところを一つ一つ見極めて、いわゆる定

説となるべきようなものをいろいろと調査することも

必要になってくると。その上で、それらを一つ一つ保

存することも必要なんだろうと思うんですが、実はそ

こまでのことを考えてまいりますと、なかなか市のほ

うでつぶさに一つ一つそれをビデオに収めて踊り方を

指導していくというようなところまで持っていくこと

はなかなか難しいんだろうというふうに思います。 

 それについては、むしろ現在それを伝承されておら

れる団体の方々、あるいは地域の方々で、それらの記

録を保存いただきながら、教育委員会のほうでそれら

について修正していくというふうなことについては、

今後研究してみることも必要かなというふうに考える

ところでございます。 

 それからもう一つは、そういった複雑な多種多様に

あるものを解き明かしていくと。それからあるいはそ

のためにさらに調査研究していくことというのは大事

なことだというふうに思っているのは先ほど申し上げ

ましたとおりでございますが、しかし、それにはさま

ざまある説、これについて偏った研究をされるようで

あれば、これまた誤った方向に行くんだろうというふ

うに思ってございます。ですから、例えばその民俗学

の専門家などさまざまな方々にそういった調査研究等

をお願いをしていかなければならないだろうというふ

うに思います。 

 したがって、その調査なり研究を行う、そういった

方々、人材、それから機関、さらにはそれらに係る経

費、先ほど次長が申し上げましたとおり、十分に事前

に検討してから進めていかなければならないだろうと

いうふうに思ってございます。いずれ早急に調査研究

へというふうに、そのことについては現在のところ困

難であるというふうに私は思ってございます。どうか

この辺はご理解を賜りたいというふうに思います。 

 今後この調査研究が行うべきとき、これに備えまし

て、できる限り多くの資料を保存に努めてまいりたい

というふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  22番大沢俊光君。 

○22番（大沢俊光君）  それでは、ちょっと順番が早

いようですけども、私、桑田議員に関連して、質問に

関連してお尋ねしたいと思います。 

 まず 初に、22番のところですが、この福祉目的に

使用する市有地の、これは産直のわいわい広場で有効

活用されてるわけですが、答弁のとおり公用公益に資

する契約でないと有償だと、こういうことでそのとお

りでありますが、契約者とひとつちょっと直接交渉し

たり実態を聞いてみてもらいたい部分があるんです。 

 中身は休んでいる不動産を、それから収益が上がる

というのは市側とそれはとてもいい話ですが、実態は

福祉にかかわる部分の事業が大半でして、その中に地

元の方が産直にかかわる分を附随してやってる部分が

あるということで、その比率が非常に低いと。こうい

うふうなことで、実際の話、悩まれておるというふう

な話をお聞きしております。したがって、この契約が

解除されてゼロになるか、その基準は基準としながら

折衝の過程で、ゼロにするか百にするかじゃなくして、

何かその辺お互いに使ってもらうもの、使うもので折

半できる中身があるかどうか交渉してみていただきた

いものだというふうなのを感じております。その辺の

考え方が可能かどうか、ひとつお尋ねをしたいと思い

ます。 

 それから15番、これも当時休んでおった施設を有効

に活用するということで、非常に事業が順調に推移し

てきて、雇用の場が確保されたということはご承知の

とおりであります。しかし、昨年でしたか、突然前任

の社長さんといいますか、オーナーさんが亡くなられ

たと。その後どうなるかなということで大変心配して

おりましたが、うまい具合に内部のほうからそれを引

き継ぐという形がなされて進めておるようでございま

すが、これにつきましても、非常に多種多様な制度は

あって、地元企業の支援策は講じておると、こういう

ことでございますが、不安を持ちながら販路なり運営

なり形態を進めていると、こういう悩みを持っている

という話をお聞きしました。 

 その辺で制度上でできるハード部門というのもあり

ましょうが、ぜひソフト部門でいろいろ初心者の運営、

あるいは経営にかかわるような思いをもったサポート、

フォローアップというのを必要だというふうに感じて

おります。その辺の直接かかわったり支援したり、話

されたことがあるのかどうか、ひとつお尋ねをしたい

と思います。 
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 それから18番の中の市道のところの③、大変この大

尻川原屋敷線については、それぞれ大尻側のほうから

ずっと進められて、大変意義を感じながら早期完成を

願っておるものでございますが、毎年のようにこれに

係わる分で出てくるのは、県道野田長内線の高潮なり

台風なり、今回もあったわけですよね。土砂が崩れて

全面の通行どめと、こういうふうなときに非常に地域

で申し上げますと、そこに住んでおられます小袖地区

なり三崎地区なり、一部は久喜地区も入るわけであり

ますが、迂回路を回んなきゃならない。その迂回路の

部分でこの川原屋敷線の起点のところになります、三

崎地区の台から、さらに分かれて平沢のほうに抜ける

道路、筆界未定で大変だということですが、大変ぬか

るみがあったり苦慮されたようであります。 

 そういうことで順次この1,200メーターに対する980

メーター、3,900メーターに対する30メーターという

ことでやってますが、完成に向けた工区の予算措置が

厳しい中では大変ありがたいわけですが、こういう避

難、災害とかというときのことを思い、冬であったら

除雪、ぬかるみであったら砂利敷きというのは可能だ

とは思うんであります。特に私らのところのこの川原

屋敷側のほうには、水道管の給水管というのかな、２

本道路の中央に布設させてるんですよね。これが雨が

降るたび露出するんですよ。そして、通行が困難にな

るといいますか。この辺あたり定期巡回をしながら申

し出があったり、区長さんやら私らが話してから動く

んじゃなく、この低気圧でも台風でもあれが出たら、

この整備とあわせて、その管理を、迂回路の管理をし

っかりしてもらいたいんですが、その考え方をお伺い

したいと思います。 

 まずこの３点です。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  福祉目的云々ということ

での使用料減免ということでございます。 

 当該施設につきましては、平成18年の４月に、当時

から理事長、代表者の方かわっておりませんけれども、

代表者のほうから申し出がございました。それで18年

の６月から今貸与しているわけでございますけれども、

その当時のご相談というのは、いずれ地域の活性化の

ための産直施設として活用したいので、有料でもいい

ので、有料でいいので貸してもらいたいと。 

 ということで、当時につきましては、いずれ地域活

性化ということで貸与しているわけですけれども、い

ずれ隣村なり久慈市のみならず農家の方もご出店なさ

ってると、そのように記憶してございます。 近の状

況について、私、 近見てないんですけれども。 

 そこで、現実にその団体、ＮＰＯ法人でございます

けれども、この団体が例えば代表者の方も関与してま

すように、障害者の雇用目的とか、例えばの話ですけ

れども、そのような目的がはっきりして他の利用と公

平性が保たれるのであれば、十分に私ら協議に応じる

というふうな姿勢で臨みたいと、そのように考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  私のほうから地

元企業の支援ということでお尋ねがございました。当

該ご質問をいただいた企業につきましては、これまで

も専門家の派遣、それからインターネット販売のセミ

ナーへのご案内などさまざまなソフト面での支援を行

ってきたところでございます。 

 議員お話がありましたように、この企業につきまし

ては、先般社長が交代したということでございまして、

何かと企業経営者にとっては不安の残る部分があった

ろうかと思いますけれども、それにつきましても県庁

の経営支援課と連携を図りながら、今後事業継承がう

まくいくように支援をしてきたところでございまして、

現在企業診断士の派遣などもしております。 

 今後とも当該企業につきましては、他の企業と同様

に、きめ細やかな支援を行いまして、しっかりと事業

を継承していっていただきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  市道大尻川原屋敷線の整備

にかかわってでありますが、確かに議員おっしゃると

おり、この路線につきましては、災害時の代替路線に

なる重要な路線であると認識しております。今回の県

道野田長内線の落石もございました。そういった部分

では非常に限られた路線を使っての迂回路ということ

で、非常に私どももその責任の重大さといいますか、

そういったものを感じたわけであります。 

 そして、この川原屋敷側の工事につきましては、鋭

意努力してまいりたいというふうに思っております。
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そして、そのパトロール等々につきましても、これま

でもしてきているわけでありますけれども、災害等に

かかわっては市内のそういった重要な路線等々のパト

ロール等については、意を用いてまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  22番大沢俊光君。 

○22番（大沢俊光君）  今の３点についてはわかりま

した。ちょっと時間もあるんで、総合部長って名指し

でまずいかもしれないが、国家プロジェクトのところ

ですね。ここのところで国家プロジェクトに準ずるか

どうか、私準ずると思ってますが、実は、昨年会派で

東北電力の七ヶ浜を視察してまいりました。それにつ

いては議長にも報告してますが、その一部について、

副市長と総務部長にもお話したったんですが、八戸港、

仙台港に天然ガスの基地が、これは国家の事業ではな

いんですが、民間で動いてるようでありますけれども、

そこでそのＣＯ２削減の天然ガスの実際東北電力さん

が取り組んでいる中身を視察してまいりました。 

 こういうのをひとつプロジェクトの中に組み込んで

政策対応したらなという思いがありますが、もしその

後私が報告したのを何か公表してもいい所見がありま

したらお尋ねしたいと思います。 

○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）  議員から提供いただ

きました資料をもとにいたしまして、早速東北電力、

あるいは八戸市のほうとも情報収集なり意見交換なり

をさせていただいた経緯がございます。 

 東北電力につきましては、仙台港の近くの火力発電

所を、ＬＮＧを活用した発電所にかえたということで、

環境に優しい発電対応しているというようなことでご

ざいましたけれども、これ以降については、大きな発

電所関係の開発というか設置については今のところは

考えてないというような考え方を持っているようでご

ざいます。 

 また八戸市のほうのこれはポートアイランドのほう

に輸入のための基地を誘致して、それが成功したとい

うことの情報が流れてございますけれども、これにつ

いては、北海道から北東北一円についての活用を考え

るということで、そちらのほうのための輸入基地を設

けたんだというふうなことでございまして、発電所そ

のものについては、発電所、近くにあるわけですが、

そちらのほうの活用というのは考えているかもしれま

せんけれども、そういうことでＬＮＧについては、家

庭用から企業関係からいろんな意味での活用を考えて

いるということで、具体的なところまでは示されませ

んでしたけれども、そういうような考え方を持ってい

るというような状況でございました。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  この際、昼食のため休憩をい

たします。 

 再開は午後１時といたします。 

    午前11時53分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○議長（宮澤憲司君）  休憩前に引き続き、会議を開

きます。 

 政和会代表桑田鉄男君の一般質問を継続します。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）  桑田議員の一般質問に関連

して、何点か関連質問をさせていただきます。 

 一つは９番の子ども手当についてでありますが、市

長会のほうを通じて要望していくということでしたが、

もしわかりましたら市長会の要望の中の感触とか状況

がわかりましたらお知らせください。 

 それからもう一つは22番の田高地区の雨水排水の計

画ですが、今年度の７月に法的な手続をしていくとい

うことですが、それの可能性は恐らくあると思うんで

すけれども、その辺をひとつお知らせください。 

○議長（宮澤憲司君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、子ども手

当に係るご質問にお答えを申し上げます。 

 市長会のほうの要望の内容云々ということでござい

ますが、まず子ども手当、これにつきましては、現政

権与党のほうの全額国費でやるということを前提に政

策がスタートしたものでございます。それにつきまし

て、法案のほうも子ども手当法のほうも、第15条にお

きまして、国費でもって全額を賄うというふうになっ

ているところでございます。 

 それについて、実際には昨年度は、市長のほうから

ご答弁申し上げましたように、失礼しました、今年度

です。22年度におきましては、国の財源不足等からと

いうことで、児童手当と同じような国、県、市町村の

負担でもって小学校まではやって、中学校については
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国が持っているという状況にございます。 

 それらのことから市長会におきまして要望しており

ますことは、一つは国と地方の役割分担を明確にする

ということと、そして国が全額をもって行うというこ

とであったことから、それらに当たってはその約束を

果たしていただきたいということで、議員もご承知か

と思いますが、各県とかそれぞれの市町村等でそうい

う動きが出ているところでございます。 

 ただ今回当市の中で予算に計上させていただきまし

たのは、市民の皆さんの不利益を回避するということ

を大前提に予算を計上させていただいたところでござ

いますが、先ほど午前中の中でもお答え申し上げまし

たように、予算関連法案との関係の中でどうなるかと

いうのはまだはっきりしてないということから、国の

動向を見て対応してまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  田高地区の雨水排水計画の

進捗状況ということでのご質問にお答えしたいと思い

ますが、現在の変更の区域でありますけれども、現在

汚水の面積が650ヘクタールございます。そのうちの

雨水が463ヘクタール、大変失礼しました。現行の雨

水の計画が413ヘクタール。で、今後拡大しての計画

が463ヘクタール、約50ヘクタール拡大することにな

ります。その拡大にかかわって、これから県のほうと

事前の協議を進めてまいります。その後、認可案の縦

覧を行いまして、その後知事の認可申請という手順を

踏んでまいります。大体７月ごろにはその告示ができ

るものというふうに思っております。 

 いずれこれまでご指摘のあった田高地区及び新築町

の一部について取り組んでまいりたいというふうに思

っております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  わかりました。一つは、雨

のオーバーフローの対処の方法ですけども、私、消防

団の関係でよく大雨が降ると見回りに回るんですけど

も、滝ダムの放流の時間の関係等も影響するのかなと。

ということで、県の河川課といいますか、それとも滝

ダムの関係者というか、等々その件についての打ち合

わせ、勉強会、説明会等が必要じゃないかなと思いま

す。 

 聞くところによると、降った雨の分を放流するんだ

というようですが、素人の考えで行きますと、きょう

大雨が降るという予想ができるのであれば、前もって

放流していただくとか、それからあとは長内川の河床

の掘り下げ等も必要かなと。その辺もやはり県との話

し合いが必要で、その辺の計画等もしなきゃならない

んじゃないかと思うところで、考え方と今後の方向を

お伺いしたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  ただいまのご質問は、洪水

時の雨水等の河川の氾濫等にかかわってのその対策と

いうことありますけれども、いずれ滝ダムについては、

今議員からお話があったとおり、洪水調整のための放

流ということで今やっております。このことにつきま

しては年に１回、そういった会議等を持っておるんで

すが、直近においてもまたそういった打ち合わせ会

等々があろうというふうに思っております。 

 それから河床の掘り下げについてはこれは長内川に

かかわらず、そういった河床の掘り下げが必要な河川

が相当にありますので、これについては計画どおり実

施できるように県の方にも申し入れをしていきたいと

いうふうに思ってます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  21番下舘祥二君。 

○21番（下舘祥二君）  桑田議員の質問に関連させて

いただきまして、二、三お伺いしたいと思います。 

 先ほど市長のほうから答弁で、低気圧の災害の状況

を細かく説明、答弁いただきましたが、一つ、林道に

関してですが、どうも雪解けを待って、雪が多いため

に山へ入れないで、それで林道の査定というか調査も

非常に雪解けを待ってて調査する形というのは従来行

われてきたわけでありますけども、今回のそのような

形で残っているのかどうか。どうもやっぱり残しがち、

今までの経過見ますと、どうも残してしまって査定に

間に合わなかったとか、そういうのが多かったような

気がしますが、その点はひとつできるだけ残さないよ

うにお願いしたいと思いますが、その点ちょっとお伺

いしたいと思います。 

 それから、 近広葉樹を競売というか、売ったとい

う話聞きましたけども、その価格と面積ちょっと教え

てもらえれば。場所どの辺ですか。お願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 
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○農林水産部長（村上章君）  災害にかかわってのご

質問でございました。林道災害をしかと把握している

かということでございましたけども、現在12路線16カ

所と把握してございます。 

 それで降雪のためにその把握がおくれているんでは

ないかなと、そのようなご指摘でございましたけれど

も、今年度は大雪でございまして、しかと把握してい

るかと言われれば、まだあるかもしれませんが、私ど

もといたしましては的確に把握していると、そのよう

に思ってございます。 

 あと広葉樹の売却でございますけども、ちょっと面

積がしかと記憶してございませんが、それは後で資料

を取り寄せてお答えいたしますけども、金額的には大

変高額に売れまして、1,000万ちょっとを超えていた

とそのように記憶してございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  21番下舘祥二君。 

○21番（下舘祥二君）  すぐ分かります、何町歩で

1,000万なのか。これはあれですからね、面積によっ

て全然、高いんだか安いんだかちょっとわかりません

けど、お願いします。 

 実はもう一つ伺いたいんですが。たしか２月の日報

の記事ですが、「葛巻と東京の港区との協定締結」と

いう記事が出ておりまして、大変面白いなと思って、

私それスクラップして詳しく見せていただきましたが、

これはもちろんいろんな林業に従事している方々の営

業努力というのも非常にそれがなければこの実現しな

いわけですが、しかしながら、これはトップセールス

であると思います。葛巻の町長さんと港区の区長さん

でのいろんな煮詰めたものが現実のものになったと。 

 これは非常に画期的なことでございまして、港区で

はある一定の面積以上の建物の新築・改築の際には、

内装材に協定木材というのは葛巻の木ですね、これを

使うと。そしてそれによって建築主に働きかけ、木材

の利用量に見合ったＣＯ２吸収量を認証し、環境の貢

献度を、これを公表すると。そして、その木材利用を

後押しするというようなそういう内容なんだそうでご

ざいますけども、ぜひこの久慈地区でもそういう方向

で、多いにこれから林業界も努力し、市長さんにおか

れても、先頭に立って営業のトップセールスとして頑

張っていただきたいという要望も含めたことでありま

すが、市長のご所見をお伺いしたいと、こう思います。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  港区と葛巻町の協定のかか

わりのご質問でありますけれども、全国23市町村で港

区と協定を締結をしたようであります。ご質問のとお

り、ＣＯ２の削減、あるいは地方の森林の整備という

ことが大きなねらいでもありますし、それから港区内

の民間の事業者が工事執行する場合に、その協定した

自治体の木材を活用するというふうな、そういうふう

なことなようでありますし、非常にその点で申し上げ

れば効果的な制度なのかなというふうにとらえたとこ

ろであります。 

 今後私たちも葛巻町等の取り組みについても十分少

し調査をしながら、そういう方向での対応を市として

も実践してまいりたいというふうに考えますので、ご

理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  先ほどの広葉樹の件で

ございます。地区は荷軽部市有林でございまして、面

積は15.9ヘクタール、金額は1,071万となってござい

ます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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。ひ

とつ、トップセールスでその木材の販路拡大、これを

ぜひお願いしたいという気であります。 

 それからその今の入札価格ですが、木も私もある程

度わかって、見たこともある場所でありますけども、

これは大変高い値段で、びっくりするぐらい高い値段

で売れたということで、売った方は大変喜んでいるで

しょうけども、これは喜んだだけではやっぱり私はま

ずいと思いますので、これはたしかそこに監査委員と

して座っておられる石渡元議員がこちらのほうから広

葉樹も売ったらいいんじゃないかと。木炭を焼いてる

人だの、それからシイタケを栽培している人たちのた

めにやったらいいんじゃないのというお話の中で、こ

れは実現したことだと思いますけれども、それにして

もやっぱりそうなれば、今度ははね返るのはそっちの

ほうにはね返るわけですね。高く売ったということは、

高く買ったということは、高いものをその人たちは製

品にまではね返ってくるということでありますが、こ

れ難しい部分で、高く売ったから喜ぶというのも、少

し私も考えなきゃなんない部分かなと思いながら。で
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も入札ですから、これやむない部分があると思います

が。 

 それはそれとして、ただ売り方に個々の、例えば木

炭生産者とかシイタケ生産者が買えるような形に区切

った売り方等もあるのではないかと思いますので、そ

の辺はもう一度、今度そういうのを売る際には十分に

考慮して対応していただきたいと、このように思いま

す。 

 終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  要望ですね、それは。 

○21番（下舘祥二君）  はい。 

○議長（宮澤憲司君）  23番濱欠明宏君。 

○23番（濱欠明宏君）  それでは、私からも桑田鉄男

議員に関連しまして、大きくは２点ほどお聞かせを願

いたいと思います。 

 一つは、先般ニュージーランドで地震災害があった

わけでありまして、多くの日本人が被災をされたとい

うふうなことでありまして、一日も早い救出を待たれ

るところであります。災害は本当に予測できないとこ

ろに起きるというようなことでありまして、命をも巻

き込むというところにこの自然災害の脅威があると思

っております。 

 久慈市も12月のクリスマス、あるいは年末年始の低

気圧災害があったわけでありまして、私も久慈に来ま

して、この正月をかけての大きな低気圧災害というの

を目の当たりに見たのは初めてであります。春先は、

よく大雪に伴う太平洋沿岸を北上する低気圧によって、

この大雪を伴ってしけがあったわけですけれども、本

当に生まれて初めてといってもいいぐらい年末年始と、

特にこの年末年始のときに被災になられた、目の前で

船が転覆をしていくという事案を見ながら、成す術が

ない人の力の弱さを感じながら転覆していく船を見て

いたという状況であります。 

 ただいま市長から答弁があったように、船等につい

ては漁船保険等で対応するというふうなことで一安心

をしたわけでありますけれども、しかし、定置網、あ

るいは養殖の施設等、なお今後の復旧にかかっての支

援が待たれるという状況であります。 

 大きく私が思うのは、行政の役割、今期 終議会、

私どもも迎えてるわけですが、久慈市に寄せる思いと

いうのは、やはり安心安全である、それを市が見守っ

ていてくれる、このことが市民にとってみれば本当に

頼りがいのある市政だというふうに思うわけでありま

す。 

 道路等の復旧については、先ほど晴山部長のほうか

ら、先ほど補正予算が通ったので早急に直したいとい

うお話があったわけであります。緊急性を要する事案

が多々あると思われます。その中にあってこの財政出

動、災害に対する財政出動の考え方を実際お聞かせ願

いたいと思っているわけであります。 

 実は予想されない災害でありますから、それに対応

する予算というのは基本的には組んでない。例えば除

雪費をことしは例えば幾ら見てたのかと。幸いなこと

に久慈市の場合は大きな除雪、山形町においては大変

だったようですけれども、旧久慈市においては非常に

雪が少なかったという意味では、この除雪の経費は当

初から見込んではおるわけですけれども、それが今年

度で言えば、非常に財政出動が少なく済んでいるんじ

ゃないかと。今どういう状況にあるかお聞かせを願い

たいと思うわけでありますが。この緊急を要する、特

にも命にかかわって、災害が起きて命にかかわって緊

急を要する際に、この行政というのはどうしても財政、

予算を執行する、その予算を執行を保証するのは議会

の議決であるということであります。 

 国会でも関連法案は通ってないわけですけれども、

予算案は通ったというふうなことで、執行する状況に

はあると。ただ大きなところで関連法案が通らないと

いうふうなことで執行が待たれるような状況もみられ

るわけですけれども、この議決を伴ってない、要する

に見込んでない災害にかかわる財政出動、例えば災害

があって、そして今非常に危険だというときに、とに

かく市としては全力を懸けてその災害の復旧、人命救

助に当たるということで、当然にその財政という、予

算ということについてはもう考えないで、まず事に処

すと思うわけでありますが、そういう意気込みなのか。

あるいは手をつけたいけれども予算がないので困った

なというふうな状況で、予算をにらみながらこの災害

に当たるのか、この辺の大きな考え方をお聞かせを願

いたいと思います。 

 もう１点、教育委員会のほうでの野球場の件でした。

これはかねがね教育長とも私の持論をお話を申し上げ

ておるわけですけれども、単にこれまでつくってきた

野球場というイメージであれば、私とすれば消極的だ

と思うわけであります。12月議会であれ、あるいは９
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月議会であれ、多面的な機能を有するドーム型の施設、

催事場をどうかという議論が多々あったわけでありま

して、教育委員会においてもそれに相応する答弁があ

ったと思っております。 

 今回野球場の建設をいよいよ具現化をしていこうと

いう意気込みについては、本当に高く評価をしており

ます。これについては、まさに実現に向けて努力をし

ていただきたいわけですけれども、私は国あるいは県

とこのドーム型の球場、あるいは施設が建設できない

ものか、一体となった協議というのが私は必要だろう

と思います。 

 そして市とすれば、やはり財源的にも大変厳しいも

のがあるわけですけれども、県あるいは国を巻き込ん

で、この岩手県、しかも県北、なかなかにして厳しい

この環境の地にあって、この催事場ドーム型の施設が

あることによって人の流れが大きく変わる、あるいは

久慈市に多くの観光客も含めてスポーツ人口の方々が

久慈に寄せてくるというふうなことになれば、いろん

な意味で相乗効果が期待できると思うわけでありまし

て、単にスポーツするのみの、野球するのみの球場は

終局的にそこに落ち着くにしても、私とすれば国ある

いは県を巻き込んで、このみちのくの奥の沿岸の久慈

市に光り輝く催事場をつくっていただいて、目玉とし

て、そして将来希望を持てる、子どもたちが希望を持

てる誇りある施設の誘致に向けて、取り組んでいただ

きたいと思うわけですけれども、その辺の考え方につ

いてお聞かせを願いたい。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  災害時の心構えについてのご

質問がありました。私自身は災害の発生の対応は千差

万別ではありますけれども、少なくともこれまで財政

状況のことを心配して災害対策を緩めたということは

一切ございませんで、これからもそのときどきの災害

に適切に対処してまいりたいと、このように考えてお

ります。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  除雪費の関係でございます。

大変申しわけありません。今年度の除雪費であります

けれども、当初うちのほうで取られておる予算の中で

執行してございますが、やはり年末年始の大雪では、

久慈市の、旧久慈市といいますか、こちらのほうでも

やはりかなりの予算を執行しております。今回その３

月までの予算を見込んだ除雪にかかるであろう経費を

見込んだもので補正を計上させていただきました。そ

ういったところでご了承いただきたいと思いますが、

通常は500万程度の予算をいただいてやっておるわけ

ですが、やはりそれにしてもまだ足りないというとき

がままあるわけであります。そういったことでご了承

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいま濱欠議員さんのほ

うから、野球場にかかわって、野球場だけの機能だと

すれば、余りにも消極的ではないかと。おっしゃると

おり、私自身もこの議場でもこのドーム型球場、これ

については非常にあってふさわしいものだろうと、夢

でもあるし希望でもあるといったようなことをご答弁

申し上げたことがあるわけでございますが、12月議会

の際も、樹海ドームのお話も出てまいりました。私も

一度その樹海ドームを拝見しに行ったわけでございま

すが、やはりああいった天候に左右されない競技施設、

これはやはり当地方やませの常襲地帯であるからこそ、

そういった施設が本当に望まれるというふうなことは、

私は濱欠議員さんと気持ちを同じにするものでござい

ます。 

 ただネックになりますのは、やはりどうしてもその

建設にかかる費用であるというふうに思うわけでござ

いまして、さまざまな競技、あるいは議員さんおっし

ゃられましたように催事場、あるいはその他産業に効

果的なものとして使えるような、複合的な施設として

使えるようなものであれば、なおさらその相乗効果が

高まっていいというふうには理解できるわけでありま

す。 

 そういったことについては、重々言うことはわかる

んですが、やはり財政的な部分というのはなかなか教

育委員会のほうでは持てる分野でないところもあるも

のでございますから、これについては、私のほうから

は、あれば望ましいことについてはご理解いただきた

い。ただなかなかに財政的に大変だというところでご

理解を賜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）  23番濱欠明宏君。 

○23番（濱欠明宏君）  市長から力強い、この災害に
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かかって、財政は心配しないで取り組んでいるという

力強いお話があってありがたいなと思っているわけで

ございます。 

 一次産業、基幹産業でありまして、今回の災害にお

いても先ほど言いました養殖施設等大きな被災を受け

たという状況にあります。しかしながら現場に行きま

すと、先ほど建設部長の話しました査定と、災害査定

というのがあって、それから物事が進んでいく。そし

て補正予算、あるいは本予算、そして議決という手順

を踏むと、災害から復旧して実際に、実は行動を起こ

す生業にまた復旧して仕事ができるという状況になる

には即効性がないというのかな、すぐに対応できない

という状況がこの行政のほうではあるような感じがし

て受けております。私は被災者にそれぞれ個々に、被

災者というのは個々、災害被災者は個々でありますか

ら、構造物等についてもそれぞれ個々にあるわけです

けれども、こういった被災者に対して各団体を通じ、

あるいは直接通じながら、この被災者の思いを受けと

めながら、一日も早い復旧をして、また日々の生活に

戻れるような、そういう行政のあり方を思うわけです

けれども、農林水産部長、取り組みいかがでしょうか、

お聞かせを願いたいと思います。 

 教育委員会のほうですけれども、野球場ですが、今

教育長が本当に同じ思いをしているということであり

ます。夢はかなうと、これが私ども子どもたちに教え

る大きな指針であります。かなえるためには情熱、果

敢な努力が必要であります。教育委員会のみならず、

財政当局も一緒になって、この単なる野球場は終局に

おいては野球場でもいいんですよ。でも目標を持って、

夢を持ってこの取り組んでいただきたい。このことを

強く申し上げながら、私の関連質問とさせていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  災害にかかわってのご

質問にお答えいたしますけども、まさに今議員がおっ

しゃったように対応してまいらなければならないと思

ってございます。一日も早期に復興できるように努め

てまいりたいと思います。 

 それで漁港の話がございましたが、具体的に申しま

すと、３月３日に補助災害査定を受け、そして生産活

動にぜひとも間に合わせていきたいとそのように考え

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ドーム型球場等についての

再度のご質問いただきましたが、議員おっしゃりたい

のは重々よくわかるわけでございまして、夢はかなう

とおっしゃられました。私も夢がかなうように努力を

してまいりたいというふうに思うんでございますが、

前段申し上げましたような事情もございますので、今

後の研究課題等々とさせていただきたいというふうに

思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 次に、清風会代表髙屋敷英則君。 

    〔清風会代表髙屋敷英則君登壇〕 

○25番（髙屋敷英則君）  それでは、第26回定例会を

迎えるに当たりまして、質問の前に昨年12月の23日、

そして年末年始の低気圧災害によって被災されました

多くの皆様方に、まずもって心からお見舞いを申し上

げる次第でございます。 

 とりわけ倒木による国道の閉鎖や、停電による断水

を余儀なくされた山形町などの山間地帯の大雪災害に

あっては、今日もまだ人的被害が続いております。中

には屋根の雪おろし作業中に尊い命を失うという痛ま

しい事故も発生しており、亡くなられたご家族の皆様

方にはお悔やみを申し上げ、心からご冥福をお祈り申

し上げます。 

 それでは、私は清風会を代表いたしまして、市政の

各般にわたって質問をとり行います。 

 まず、去る２月21日、市長の施政方針演述が行われ

たわけでありますが、我が国の経済は円高・デフレ傾

向が依然として続いており、景気の動向も一進一退の

停滞状況にある中、市においても長く続く不況と、雇

用環境の悪化から脱し切れていない現状の中で、市税

の落ち込み、扶助費、公債費などの経常経費が高水準

で推移をし、さらに厳しい財政状況の中での行政運営

が求められている中、社会資本の整備や少子高齢化へ

の対応、あるいは緊急雇用対策など手抜きのできない

重要な課題に積極的に取り組む姿勢が強調されたわけ

でありまして、このたびの新年度予算の編成では、当

局も大変苦労されたのではないかと推察いたしており
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ます。 

 しかし、施政方針で示されているような苦しい財政

の中での前向きな姿勢は高く評価するものの、それを

裏づける予算の執行が、実際の効力や実効を上げるた

めには、型にはまった画一的な順応主義や、縦割り行

政の弊害、各種制度の運用の改善、早急に改革されな

ければならない行政課題が多々あるわけでございまし

て、当局にあってはさらなる行政改革の断行に積極的

に取り組んでいただきたいと思っており、今回はそう

したことを念頭に置きながら質問を行いたいというふ

うに思います。 

 質問通告の第１点目は、若者定住促進政策について

であります。 

 私は、日ごろから感じていることでございますが、

今回の施政方針を見ても、あるいは現実の所管部署の

取り組みを見ても、若者定住促進という重要課題がす

っぽりと抜け落ちているような気がしてならないわけ

でございます。 

 それは、時に企業誘致で雇用の場を増やすとか、あ

るいは新卒者の雇用の場の確保、さらには移住定住対

策をもっともっと推進をする、そういう市の事業の中

で少なからず対応しているという当局の基本的な考え

方があるからなのかもしれませんけれども、雇用の場

の創出というのは、若者定住というよりも市の置かれ

ている雇用環境の問題であり、若者の定住対策とは無

関係とまでは言わないものの目的を一つにするもので

はありません。 

 移住定住促進策にしても、よそからの定年者、退職

者などを募集しようという、極めてある意味場当たり

的な、本来の定住対策の本質から外れたような事業で

あります。市としては今後改めて若者定住対策を市政

の大きな柱として位置づけて、住みよく快適なまちづ

くりを強力に推進すべきではないかと思うわけでござ

いますが、いかがでしょうか。この点についての市長

の考えを伺いたいというふうに思います。 

 次に、地上デジタル放送であります。この質問はさ

きの政和会桑田議員の質問と重複しておりますけれど

も、難視聴の現状をどのように把握しているのか。ま

たことし７月に完全移行された際に、 終的にテレビ

が視聴できなくなる世帯が出た場合には、市としては

どのような救済措置を考えているのかお示しいただき

たいと思います。 

 通学支援バスについては、久慈高山形校の廃校に伴

う臨時措置として、県と市が３年間という限定で実施

してきた通学支援バスでありますが、今年度が 終年

度を迎えております。新年度４月以降はどのような方

針になるのか伺いたいというふうに思います。 

 質問の第４は、環太平洋パートナーシップ、いわゆ

るＴＰＰについてであります。政府はこの交渉の場へ

参加する意向であるわけでございますけれども、我が

国の将来を大きく左右する重大なこの問題について、

市として積極的に意見を発信していくと市長は施政方

針の中で述べているわけでございますが、その具体的

内容についてお示しをいただきたいというふうに思い

ます。 

 質問の第５、幼保の一元化については、全国でモデ

ル事業が実施され、そう遠くない将来、幼保の一元化

は大きな流れとなっていくと思われますが、市として

もこの一元化の流れに対する対応と方針を示していた

だきたいというふうに思います。 

 質問の第６は、介護支援についてであります。まず

特別養護老人ホームへの入居待機者の現状について伺

います。 

 また、「県は2011年末までに特養1,231床、県内整

備へ」という見出しの記事が２月21日に大々的に新聞

報道されたわけでございますが、久慈広域連合、とり

わけ当久慈市内の今後の施設建設計画について具体的

に伺いたいというふうに思います。 

 次に、グリーンツーリズムの推進についてでありま

す。まず、余暇を楽しむ人々を対象にしたグリーン

ツーリズムの実践の状況とその取り組みについて伺い

ます。あわせて宿泊施設として統廃合などによる廃校

舎を活用する考えはないかどうかについてもお答えを

いただきたいというふうに思います。 

 農政に関しては５点。土地改良施設維持管理適正化

事業については、この制度を活用して市として市内に

用排水施設を整備する考えはないか伺います。あわせ

て、下川井地区の頭首工の整備については、破損、老

築化が著しく、このままでは地区の水田経営に大きな

支障が生じるおそれがあるわけでございます。その対

策について伺いたいというふうに思います。 

 また、特用林産である木炭の振興については、需要

の現状と今後の取り組みについて伺いたい。あわせて

菌床シイタケについては過剰生産が指摘されているわ
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けでございますが、市としては現状をどのように把握

しているのか伺いたいと思います。 

 次に、日本固有種・短角牛の振興についてでありま

す。世の中の健康志向ブームによって、近年高く評価

されている短角牛でありますが、このブームが実際の

繁殖や飼養状況、あるいは生産者の価格に反映されて

いるのかどうか疑わしいような点がございます。市と

してはその点についてどのような認識を持っているの

か、また今後の市としての短角振興に対する取り組み

について、考えをお示しいただきたいというふうに思

います。 

 つくり育てる漁業については、所信表明にもありま

したが、ナマコの増養殖の取り組みとその実態につい

てお尋ねいたしますし、商工行政については、市街地

の空き店舗、空き事業所の活用に向けた市の取り組み

について具体的にお伺いをしたいと思います。 

 次に、交通安全対策については４点。第１点目は、

たびたび議会でも取り上げられ、きょうもまた政和会

代表質問者と重複した質問の内容になるわけでござい

ますが、久慈街道踏切に歩道を設置すべきではないの

か。わずか10メートルちょっとの歩道、交通量の多い

場所ですから、現にけさも私は直接踏切ではなく、線

路をまたいで通行している状況を見てまいりました。

まるで昭和の初期の光景のようで、その危険性を考え

るといつまでも放置しておいてよい状況とは思えない

のですが、いかがでしょうか。 

 ２点目は、上川井の通学路についてであります。山

形小学校の全児童の３分の２が通学しているこの市道

は冬期間になると道幅が極端に狭くなり、早急に児童

生徒の安全を図る対策が講じられてしかるべきだと思

いますが、市の考え方を伺いたいと思います。 

 また、岩久線から山根温泉に通じる市道下戸鎖下野

線の一部区間を、交通安全確保の観点から一方通行に

できないのか。さらには県道侍浜停車場線、及び侍浜

停車場阿子木線の防犯灯の故障状況についても伺いた

いというふうに思います。 

 次に、道路行政については５点お伺いをいたします。

１点目は、市営住宅、新川井団地内の道路を市道認定

をし、若者定住対策を図るためにも快適環境の整備を

進めるべきだと思うわけでございますが、市としての

考えを伺いたいと思います。 

 ２点目は、市道日吉町宇部線の起点、小久慈小学校

前Ｔ字路に歩道を設置すべきだと思うがどうか。 

 ３点目は、久慈の市街地にある住宅地は驚くほど袋

小路だらけであります。これでは都市計画を念頭に置

いたまちづくりも台無しだな、どうしてこんなめちゃ

くちゃなことになってしまったのか全く不思議でなら

ないわけでございますが、もっと住みよく利便性の高

いまちづくりの観点から、こうした住宅地の袋工事の

解消を図るべきだと思うわけでございますが、市の考

え方についてお伺いをいたします。 

 小久慈町の40地割、長内中学校付近については、赤

線を市道に認定し、整備を図るべきだと思いますが、

いかがでしょうか。 

 道路行政についてはもう一つ、現時点における市道

の未整備路線の状況と今後の対応についてお伺いをい

たします。 

 教育行政については、まず山形小学校の改築につい

て。改築という文字は改めて築くということでござい

ますので、ある意味この改築を新築というふうに受け

取っていただいて結構でございます。 

 学校再編計画で山形地区の小学校８学区の統合先と

して決定をしている山形小学校は、築約40年、鉄筋コ

ンクリートづくりで22年ほど前に一部増改築した建物

であります。体育館は屋根がガタガタ、古いだけでな

く、山形の小学校の中でも一番狭い体育館でございま

す。机もいすも骨董品、１階のトイレは悪臭を放ち、

理科室、パソコン室はじめじめした湿気が非常に多い

部屋でございます。４月になれば、日野沢小学校と繋

小学校、そして来年度以降は戸呂町、荷軽部、霜畑、

小国と、機運が整い次第統合になっていくわけでござ

いますが、これまでこれらの小学校は立派な木造の木

の香りのする新しい学校で生活をしてきているわけで

ございます。その山形の子どもたちに、「みんなが山

形小学校へ来て毎日楽しく過ごしてください」などと

言えるような校舎の環境ではございません。一日も早

くこれを新築すべきだと思うわけでございますが、教

育委員会の考え方を伺いたいというふうに思います。  

 また、小学校再編によって、４月には日野沢小学校、

繋小学校の統合で空き校舎になる。既に放置されてい

る山形校も含め、これらの施設の利活用についての具

体策を伺いたいというふうに思います。 

 そして、 後の質問になりますが、これも学校再編

に関連する質問になります。地域のコミュニティの核
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とされる学校が再編によって閉校になった場合、地域

は壊滅的な打撃を受けることになります。教育委員会

として、そのような地域の振興にどう寄与していくの

か、関与していくのか。 

 これまで学校再編は教育の問題として地域振興とは

一線を画してきたわけでございますけれども、地域に

とっては学校再編と地域振興は表裏一体のもの、切り

離せないものなのでございます。その点を十分に理解

しないと適切な対応はできない。この問題は、一教育

委員会の努力、あるいは判断によって解決できる問題

でないことは、以前から申し上げているとおり私も百

も承知しております。そして「関係市長部局と連携を

とりながら、地域の皆さんの希望に沿った利活用のあ

り方を検討してまいります」という、そういう教育長

の答弁が返ってくることも初めからわかっていること

でございますが、部局の違いがあるとはいえ、それは

当局の手前勝手な言い分で、私たち住民にとってみれ

ば全くそんなことは関係ない。だれがどこの部局がや

ろうとも、とにかくこの課題に誠心誠意取り組んでほ

しいというのが住民の率直な本音なわけでございます。

学校再編ありきではないのですから建前だけで地域を

壊すだけ壊しておいて、後始末については何も知りま

せんではお話にならないのではないでしょうか。 

 市が市政全体の重要な課題として、こうした地域の

死活問題とも言うべき事態に真剣に取り組むかどうか、

私たち市民はそういう市の政治行政の姿勢について、

常に注目していることを 後に改めて老婆心ながらご

指摘を申し上げて、19項目、29点について、私の登壇

しての質問を終わりといたします。ご清聴ありがとう

ございました。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  清風会代表髙屋敷英則議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、若者定住促進政策についてお答えをいたし

ます。 

 全国的に少子高齢化や過疎化が進む中、まちに活気

を与える若者の定住を促進する施策は重要であると認

識を持っているところであります。働く場の不足、都

会へのあこがれから若者が地元を離れる現状がある一

方、本当は地元で働きたいとの声があることや、自然

の中で人間らしい暮らしを望む若者がふえているとも

聞き及んでおります。このような声にこたえていくた

めには、当市の重要課題であります雇用の場の創出確

保が も重要であると考えております。 

 このため、農林水産業の６次産業化、起業支援、新

商品開発支援等による内発型産業の創出及び新規学卒

者の就職対策等に取り組むとともに、自然に恵まれた

当市の魅力を積極的に発信し、市外からの移住も含め

た若者の定住につなげてまいりたいと、このように考

えております。このことについては髙屋敷議員もよく

ご理解をいただいているところでありますが、恐らく

議員がご指摘をされたいのは、柱建てをしっかりしな

さいと、こういうことであろうかと思います。 

 例えば、私ども子育て支援ということに柱建てをし

ながらさまざまな施策をそる中に盛り込んでいる、こ

ういった手法を提言されているのかなと、こう受けと

めております。したがいまして、今後どのようなくく

り方で施策を網羅していったらいいのかについては十

分に検討してまいりたいと、このように考えておりま

す。 

 次に、地上デジタル放送完全実施についてお答えを

いたします。 

 新たな難視聴世帯の現状につきましては、さきの政

和会代表桑田議員にお答えをいたしましたとおり、平

成23年２月10日現在で55地区1,289世帯となっており

ます。また地上デジタル放送への未対応世帯の把握は

非常に困難な状況にはありますが、引き続き総務省及

び放送事業者等と連携を図りながら広報等による周知

や高齢者世帯への個別相談などを実施することで早期

に対応を促してまいりたいと考えております。 

 次に、通学支援バスについてお答えをいたします。 

 通学支援バスは、久慈高校山形校が本校に統合され

たことに伴い、平成20年度から平成22年度までの３年

間を限度に岩手県から助成を受けて運行してきたとこ

ろであります。今年度をもって助成期間が終了するこ

ととなりますことから、県への重点事項要望等におい

て助成の継続を要望してきたところであります。 

 その結果でありますけれども、平成23年度限りでは

ありますが、県からの助成が継続される見通しとなっ

たところであります。通学支援バスの運行を継続して

まいると、こういうことであります。 

 次に、ＴＰＰの是非についてお答えをいたします。 

 政府は環太平洋パートナーシップ協定、いわゆるＴ
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ＰＰへの交渉参加について、６月をめどに結論を出す

ことといたしておりますが、ＴＰＰへ参加した場合、

例外品目のない関税撤廃による自由貿易が実現をして

しまうということから、農林水産業、雇用、地域経済

など幅広い分野への影響があるものととらえておりま

す。 

 特にも米、牛乳、乳製品などの農林水産品の生産額

は大幅な減少が予想され、農林漁家にとりましては高

齢化とも相まって担い手不足を加速させることになる

ものと考えており、一次産業を主体とする産業基盤に

大きな打撃を与えると懸念をいたしております。こう

したことからＴＰＰへの参加には非常に危機感を抱い

ております。 

 したがいまして、市長会をはじめとする関係団体と

連携し、政府に対しこの懸念を強く訴えるとともに、

各種アンケート等が寄せられるわけでありますが、そ

ういったアンケート等にＴＰＰへの参加については、

なお慎重であるべきであるというような回答を申し上

げるなど世論喚起にも努めてまいりたいと、このよう

に考えております。 

 次に、幼保一元化についてとのお尋ねについてでご

ざいましたが、このことにつきましては、現政権下に

おいて幼児の教育・保育を総合的に進めていくことと

して、現在、国においてワーキングチームによる検討

がなされております幼保一体化について、お答えをさ

せていただきたいと存じます。 

 この幼保一体化については、待機児童の解消や保護

者の就労の有無にかかわらず子どもを預けることがで

きることや、保育所において学校教育法に基づく教育

を受けられること、施設選択がふえることなどのメリ

ットもあります。 

 一方では、管轄省庁、根拠法、保護者、設備等の違

いがあるなど制度の複雑化、保護者の責任の増大など

問題も推測されますことから、今後とも国の動向を注

視するとともに、当地域における保護者等のニーズの

把握、これに努めながら対応してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、介護支援についてお答えをいたします。まず

当市における施設入所希望者についてでありますが、

平成22年３月31日現在、在宅者のうち早期入所が必要

な方は、前年度より３人少ない31人となっております。

久慈広域連合全体では早期入所が必要な方が64人、し

たがいまして前年より18人少なくなっている状況にあ

ります。 

 また特別養護老人ホームなどの施設整備計画につい

てでありますが、平成23年度は第４期介護保険事業計

画に計上されております小規模多機能型居宅介護１施

設、それと第５期介護保険事業計画の前倒し整備によ

ります認知症対応型共同生活介護１施設の一体的な整

備に向け、県との協議を重ねているところであります。 

 なお、平成24年度以降の施設整備計画につきまして

は、久慈広域連合が策定をいたします第５期介護保険

事業計画の中に、地域のニーズや必要なサービス見込

み量が反映されるよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、グリーンツーリズムの推進についてをお答え

いたします。まず余暇を楽しむ人を対象にしたグリー

ンツーリズムの実践状況についてでありますが、グ

リーンツーリズムとは、「農山漁村地域において自然、

文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動」と定

義をされているところであります。 

 市の役割といたしましては、普及啓発、情報発信等、

条件整備の支援であると認識をいたしており、これま

で受け入れ団体の育成や支援を積極的に行ってきたと

ころであります。また教育旅行におきましても各地域

の団体や受け入れ農林漁家にご協力をいただき、各種

体験の受け入れをしていただいております。 

 今後におきましても、グリーンツーリズムは地域活

性化の有効な施策であると考えており、体験型教育旅

行を主体に、一般体験観光客のさらなる拡大のために、

積極的に事業推進に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、宿泊施設として廃校舎を活用する考えについ

てでありますが、廃校舎はグリーンツーリズムにおけ

る都市と農村の交流施設として十分な可能性があるも

のと認識をいたしております。 

 しかし、一方宿泊施設として機能をさせるためには、

法律に基づく許認可でありますとか、施設改修等の課

題もあります。さらには地域住民の方々の意向にも配

慮しながら、体験型交流施設としての利活用及び具体

的な用途について調査検討を行ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、土地改良施設維持管理適正化事業についてお

答えいたします。 
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 制度を活用した用排水施設の整備についてでありま

すが、この事業は土地改良施設を管理している団体が

用排水施設の機能及び耐用年数の長寿命化にかかる整

備補修費を国県から助成を受けて実施するものであり

ます。総事業費の４割を土地改良施設管理者が５年間

積み立てして実施する補助制度でありますことから、

土地改良区が主体となって行うべき事業であるととら

えているところであります。 

 次に、下川井地区の頭首工の整備についてお答えを

いたします。 

 この頭首工は受益者13戸で構成する組合が施行して、

昭和24年に完成した後、現在まで受益者の維持管理に

より取水機能が保たれているものと認識をいたしてお

ります。経年劣化によりまして、一部破損、老朽化が

見受けられますので、今後において頭首工の機能が図

られなくなった場合には、地元の意向等を踏まえ、適

切に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、木炭の振興と取り組みについてお答えをいた

します。 

 木炭の需要と今後の取り組みについてでありますが、

国内産の木炭の需要は、家庭用、業務用ともに安価な

外国産に押されているのが実情でありますが、当地方

の木炭は多少金額が高くても質のよいものを求める階

層でありますとか、こだわりを持つ飲食店、アウトド

ア派の需要が高いものと認識をいたしております。 

 現在、生産者の高齢化や収益の伸び悩み等により、

生産量が低下しているところでありますが、市といた

しましては、岩手県木炭協会、日本一の炭の里づくり

構想推進協議会等と連携し、首都圏の小売業者へのト

ップセールスによる販路拡大活動、生産者研修会によ

る新規参入者開拓や、技術習得活動等を実施している

ところであります。今後におきましても、引き続き消

費者ニーズの把握と販路拡大策に努め、日本一の炭の

里としての知名度の向上を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 次に、菌床シイタケについてお答えをいたします。 

 国内の生シイタケの平成21年国内消費量は、林野庁

生産動向によりますと、国産、輸入量、あわせて７万

9,738トンとなっております。このうち菌床シイタケ

は６万1,365トンとなっており、平成17年比較で申し

上げますと、１万5,003トンの増加となっております。

一方、輸入品は同比較で１万7,804トンの減少となっ

ているところであります。 

 これは国内生産品の安全安心指向により国内需要に

応じ、周年収穫できる菌床シイタケが占める供給割合

が高くなっているととらえているところであります。

しかし、新岩手農業協同組合久慈営農経済センターの

販売実績によります平成22年12月時点での平均市場価

格が100グラム90円となっており、前年比２円の安値

となっているところでありますので、今後におきまし

ては温度調整による管理などにより生産効率性を高め

る取り組みを推進してまいりたいと考えております。 

 次に、短角牛振興についてお答えをいたします。 

 まず現状の認識についてでありますが、長引く景気

の低迷による消費の伸び悩み、飼料や資材の高騰によ

り、畜産農家の経営環境は依然として厳しい状況であ

りますが、再生産可能な経営構築を図ることが課題で

あると認識をいたしております。 

 本市の短角牛生産の特徴としては、評価購買制度の

実施や地域内及び農家内での一貫生産を進め、大地を

守る会との産直提携を柱とした生産者と消費者の顔の

見える関係を構築し、消費者ニーズに対応した短角牛

の生産を行ってきたところであります。 

 今後の取り組みにつきましては飼養頭数拡大と肥育

牛の生産支援を実施しながら、地場消費の拡大や新た

な販路開拓等を図り、生産者及び消費者をはじめ関係

機関と一体となって短角牛振興に努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、つくり育てる漁業についてお答えをいたしま

す。 

 ナマコの増養殖の取り組みとその実態についてであ

りますが、久慈市漁業協同組合では平成20年度には二

子地区において約３万個、平成21年度には久喜地区に

おいて5万6,000個の種苗放流試験を実施するとともに

大尻地区、久喜地区で天然ナマコの生息調査を実施し

ているところであります。 

 現在、種苗放流したナマコの追跡調査を行っており

ますが、種苗放流場所において順調にナマコが生息し

ておりますことを確認しておりますことから、生産拡

大に効果があるものと認識をいたしております。また

天然ナマコの生息調査からは商品価値の高い青ナマコ

の生息割合が６割以上を占めているとの結果も得られ

ております。 

 このようなことから、市といたしましては、平成23
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年度において、すみかとなるナマコ蝟集施設の導入を

支援して、さらなる生産拡大を図るとともに、関係機

関、団体と連携して流通販売の開拓にも努めてまいり

たいと考えております。 

 次に、商工行政についてお答えをいたします。 

 市街地の空き店舗対策についでありますが、市では

平成14年度から久慈商工会議所が実施する空き店舗対

策チャレンジショップ事業に対して助成を行っている

ところであり、これまでの９年間で23件の支援となっ

ております。 

 また平成20年度からは中心市街地に新たな店舗を設

置するものに対し、 大100万円を補助する中心市街

地出店費補助事業を実施しており、これまでの３年間

で４件の助成を行っているところであります。 

 そのほかに空き店舗を活用した事業といたしまして

は、国の緊急雇用創出事業やふるさと雇用再生特別基

金事業を導入して、街なかアズビバ、地場食材レスト

ラン、駅近アンテナショップを開設しております。 

 今後ともこれら制度の周知を図り、より多くの事業

者に中心市街地で活動をしていただくことによって魅

力ある中心市街地が形成されるよう努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、交通安全対策等についてお答えをいたします。 

 まず久慈街道踏切に歩道を設置することにつきまし

ては、さきの政和会代表桑田議員にお答えいたしまし

たとおり、来年度測量調査設計を行い、踏切内の歩道

整備に向け取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、上川井地区の通学路整備についてであります

が、児童生徒の通学時等の安全を図るため、歩道整備

は重要であると認識をいたしているところであり、今

後過疎地域自立促進計画の中で市道川井中央線の道路

改良舗装事業とあわせ、検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、市道下戸鎖下野線の一方通行規制についてで

ありますが、当該路線は幅員が狭く、車両のすれ違い

が困難であると認識をいたしております。平成21年度

に久慈地区交通安全対策協議会が実施する「交通安全

施設等の総点検」においても、一方通行規制について、

所管窓口の久慈警察署に要請した経緯がありますが、

久慈警察署からは地域住民の通行に不便が生じるおそ

れがあり、規制は不要であるとの見解が示されたとこ

ろであります。 

 しかしながら、当該路線は新山根温泉や桂の水車広

場などの観光施設に通じる路線でもありますことから、

交通安全確保及び事故防止に十分配慮する必要があり

ますので、地域住民の意見を踏まえながら、引き続き

久慈警察署と協議を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、県道侍浜停車場線、侍浜停車場阿子木線の防

犯灯の故障状況についてであります。 

 県道侍浜停車場線の防犯灯につきましては、10灯が

点灯していないことを確認しており、現在その対応を

進めているところであります。また県道侍浜停車場阿

子木線沿いに設置されている防犯灯については、先ご

ろ地域住民から３灯が点灯していないとの情報をいた

だき、自動点滅器の修理を行うなどの対応を行ったと

ころであります。今後につきましても地域からの情報

をいただきながら、町内会等との連携のもと、防犯灯

の適正管理に努めてまいります。 

 次に、道路行政についてお答えをいたします。 

 まず、市営住宅、新川井団地内の道路を市道に認定

し、快適環境の整備をすべきとのご質問についてであ

りますが、当該路線は市営住宅の敷地の一部である構

内通路となっているところであります。市が管理する

市営住宅等の通路や排水施設等、共益部分の清掃及び

草刈り等の維持管理は、入居者の方々にご協力をいた

だいて実施しているところであり、新川井団地の構内

通路の利用者は特定された方々でありますことから、

現時点において市道に認定することは困難であると考

えておりますのでご理解願います。 

 次に、小久慈小学校前Ｔ字路の歩道設置についてで

ありますが、この箇所は主要地方道久慈岩泉線と市道

日吉町宇部線との交差部であり、主要地方道から市道

へ流入する大型車輌も多く、歩行空間確保の必要性は

認識いたしているところであります。 

 ご質問の歩道設置につきましては、用地確保の可能

性や交差点改良等も視野に入れる必要がありますこと

から、今後の検討課題にさせていただきたいと考えて

おります。 

 次に、袋小路の解消についてでありますが、ご承知

のとおり、民間の宅地開発にあっては袋路状の道路を

制限しているところであり、やむを得ず袋路状の道路

になる場合は、終端に転回広場を設けることで円滑な

通行を確保している状況にございます。 
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 また、市道認定に当たりましては、路線が系統的で

あること、道路の起終点は市道に接続させることなど

袋路状の道路の解消に努めているところであります。 

 なお、袋路状の道路は私道路や赤線などに多く見ら

れますことから、その解消には相当の困難を伴うもの

と考えておりますので、あわせてこの点もご了解ご了

承いただきたいと存じます。 

 次に、小久慈町第40地割の赤線を市道認定すべきと

のご質問についてでありますが、当該路線は長内中学

校のグラウンド西側の市道上長内日吉町線に通ずる延

長約600メートルの赤線であり、一部幅員が狭小で筆

界未定のところもありますことから、現状においては

市道として認定することは困難な状況にございます。

周辺には住宅もあり、その必要性は認識いたしている

ところであり、地域の方々のご協力が得られ、市道認

定基準が満たされるならば、市道として認定し整備す

ることができるものと考えております。 

 次に、市道の未整備路線の状況と今後の対応につい

てでありますが、さきの政和会代表、桑田議員にお答

えいたしましたとおり、市道総延長約689キロメート

ルのうち、未舗装路線の延長は約298キロメートルで

あり、今後、従来の整備手法に加え、1.5車線的整備

など社会情勢の変化や地域の実情に応じた効果的な道

路整備に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上で、清風会代表、髙屋敷英則議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  清風会代表、髙屋敷英則議

員の教育行政に関するご質問にお答えを申し上げます。 

 初に、山形小学校の改築についてお答えをいたし

ます。 

 統合を契機に改築する考えはないかとのことであり

ますが、山形小学校は昭和47年から48年に改築され、

築後37年から38年を経過しております。平成３年度に

校舎の大規模改造工事を行い、平成20年度には耐震補

強工事を実施しており、安全性には問題がないものと

とらえておりますが、今後は学校再編の基本方針に基

づく再編の状況を見きわめながら、改築に向け関係部

局と協議してまいりたいと考えております。 

 次に、閉校した学校の校舎の利活用のご質問にお答

えをいたします。 

 まず、旧久慈高校山形校につきましては、現在利活

用について具体的な活用策はない状況にあると、岩手

県教育委員会教育企画室から伺っております。 

 次に、本年３月末をもって閉校する日野沢小学校の

校舎等の利用計画につきましては、地区の方から地域

活用について問い合わせ等があることから、今後地域

の方々の要望を聞き、市長部局とも協議し、施設の有

効活用について検討してまいりたいと考えております。 

 後に、学校再編と地域振興策についてお答えをい

たします。 

 これまで学校は地域コミュニティの核として重要な

役割を担ってきていることは十分認識をしております。

閉校となった学校の校舎及び屋内運動場等の利用につ

きましては、地域の文化、スポーツ等の活動が自由に

行える施設として利用するなど、市長部局とも協議し

ながら地域の振興が図られるよう整えてまいりたいと

考えております。 

 以上で、清風会代表、髙屋敷英則議員に対する私か

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。

25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  それでは、５、６点につい

て再質問をさせていただきます。 

 まず、若者定住政策っていうことなんですが、実は

先日から私、市長の施政方針演述原稿とか、あるいは

市の総合計画後期計画、こういういろいろな市の 上

位にある計画の資料を見たんですが、どこにも一言も

若者定住という、そういうような言葉が載っていない

んですね。もう世の中では結構古く、使い古されたよ

うな若者定住という言葉になっているわけですけれど

も、しかしながら市長は先ほど非常にこの若者定住っ

ていうのは大事なことだと、これから市の一つの政策

の柱として何とかどういうふうな形で位置づけていく

ことがいいのか考えていくというような答弁でござい

ましたので、それで良といたしますけれども、この若

者定住っていうのは本当にそういう柱を一つつくるこ

とによって、そこに本当にまたこれまでとは違った新

しい政策が展開できる。そういう可能性を持った一つ

のものだというふうに思っておりますので、ぜひとも

こういうものを一つの市のこれからの政策の中で柱と

してやっていっていただきたいというふうに思います。 

 それから、通学支援バスについてでございます。い
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ろいろとご苦労なさって、あと１年間そういう現在の

状況を続けていただくことができたと、大変ありがた

いことだと思っております。 

 この件については実は12月ごろから若干心配してお

りまして、時々担当部のほうにお伺いをしたりしたん

ですけれども、実はことしはそういう対相手があるこ

とによって、なかなかこういう方針だよって答えが出

てこない、あるいは出すような状況にないっていうよ

うなことで、この新年度どうするんだっていう方針が

受験生を控えたご父兄の皆さん方にも周知されていな

かったと。 

 ただ、これは来年度に向けての話になりますけれど

も、この山形地区の今の山形中学校の生徒さんたちで

すね。12月から１月になると、苺巻高校とか九戸の高

校とか、その校長さんたちが学校へやってきて、「ぜ

ひうちの学校へ入ってください」と、「苺巻高校へ入

るんであれば、家の前までスクールバスを迎えにやっ

て皆さんを送迎しますよ」と、そういうような条件を

つけて勧誘を行ってるんですね。そして、現に昨年は

山形中学校で８名の方が苺巻高校に入学をしているわ

けですよ。山形中学校の８名というと、３分の１以上

の方々ですよ。この方々がごっそりと苺巻の高校へ入

学してるんです。 

 私、15の春でございます、15歳ですから、15歳の少

年少女が、地元の久慈、山形を離れ、隣町の苺巻の高

校へ通う、あるいはもしかするとそのままどっかへ就

職をして、ふるさとの久慈っていうところで若いころ

に過ごす期間というのは本当になくなるんじゃないか

と、そういうことに対するその子どもたちが、将来ふ

るさと久慈をふるさとだと思えないような、そういう

ような状況の中に覆い込んでいくんじゃないかってい

うことで大変心配してるんです。ご父兄の皆さん方が

一番知りたかったのは、それどうなるんだろうってい

うことなんで、来年についてバスの運行、あるいは現

状のままできるできない、そういうような情報ですね、

ご父兄の皆さん方は、ただだから少しでも楽になるか

らっていうようなことが大きな要因として苺巻高校の

ほうに通ってるわけでございますよね。ですから、そ

ういう部分の情報をいち早くやはりご父兄の皆さん方

にお知らせをして、何とか久慈の、久慈市の子どもた

ちなわけでございますので、久慈市の高校に通って、

久慈のまち、久慈のお祭り、久慈のいろんな行事、ボ

ランティア、そういうものを一緒にやりながら、ふる

さと愛というものをそういう子どもたちの中にも育て

ていってほしいというふうに思ってるんで、そういう

情報についてはことしのような特殊なケースの場合に

はやむを得ないというようなこともあろうかと思いま

すけれども、早く親ごさんたちが進路を決める前、決

める参考になるわけですから、決める前にやっぱりそ

ういう情報というものはお知らせをいただきたいなと

いうふうに思うんです。 

 それから、さっきの袋小路の話なんですが、これは

恐らく道路行政についての質問で建設部のほうから上

がってきた、そして協議をして上がってきた答弁なん

だろうというふうに思うんですが、私は非常にびっく

りするほど多いこの市内の住宅地の袋小路ですね、び

っくりしてます。本当にこんなにひどいのかっていう

ような思いがしているわけでして、これは建設部では

なくて、私一言コメントをまちづくりの推進課のほう

から一言この件についてちょっと袋小路の解消という

ことについて、どういうような考え方を持っているの

か、その点をお聞きしたいと思うんです。 

 それから、グリーンツーリズムの件でございますけ

れども、グリーンツーリズムはこれは一つ、久慈市の

中のグリーンツーリズムっていう、こういう運動の中

の一環としては教育旅行というのもあるわけでござい

ますが、教育旅行を除くと実際のグリーンツーリズム

の活動っていうのはそうそう多くはない、本当に今現

在は小さなものであるわけでございます。 

 ただ、そのグリーンツーリズムっていうのは、来る

お客さんたちが余暇を楽しむっていうことだけではな

くて、この受け入れる側の、我々の側のこのライフス

タイルというものが新しく変わっていくというそうい

う大きな要素を持ったすばらしいこの事業、運動だと、

運動になり得るものだというふうに私は思っておりま

して、ぜひともこれをもっともっと力強く推進をして

いただきたいと。 

 今現在で私がいろいろ見ておる限りにおいては、こ

のグリーンツーリズムっていうことではなくて、むし

ろ教育旅行、移住定住とかそっちのほうにばっかり力

が入ってるような気がするんですが、グリーンツーリ

ズムっていう大きな枠の中で、一つ我々のこれからの

ライフスタイルっていうものの新しいあり方というも

のも考えていく必要があるんじゃないかなというふう
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に思っております。 

 それから、山小の新築の改築の問題なんですが、こ

れは具体的に２点だけお伺いします。 

 教育長さん、先ほどご答弁いただきましたけれども、

１階のトイレが非常ににおっているというような状況

をご存じですか。トイレの臭い、悪臭ですね、それご

存じでしょうか。 

 それから、山小の体育館は８つあった小学校、旧山

形村の小学校の体育館の中で一番狭いんですよ。そう

いう事実を知っているか。それから、体育館の屋根が

ぼろぼろになっている。机がもう何十年前、40年も前

のあったような机をいまだに使っているんです、机と

いす。本当傷だらけのぼろぼろの机なんですが。そう

いう現実の中で今子どもたちが授業をしているわけで

す。あるいは低学年の子どもが遊びに来ているわけで

ございますけれども、そういう現実があるっていうこ

とを多分私はご承知だろうというふうに思って質問し

ているわけですが、改めて先ほどの答弁を聞いて、そ

ういう事実について承知してるかどうかお伺いしたい

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）  私から、若者定住と

支援バスについてお答えしたいと思います。 

 先ほど議員さん、一般質問に立たれた冒頭におきま

して、財政厳しい環境の中で縦割りではなくて、一部

署だけではなくて、やはり縦横合わせたような柔軟な

対応すべきだと、また行革をぜひこういう視点に立っ

て進めてほしいというような根底を持って、気持ちを

持っての質問だというふうに言われておりましたけれ

ども。 

 まさしく私ども後期計画におきましては、第７章で

まちづくりのための連携ということで、市民と行政と

の連携、あるいは部局内の連携、横の連携をぜひ強め

ていろんな事業を進めてまいりたい、こういうふうな

意気込みをここの章にあらわさしていただいたという

ことでありますし、あわせて第８章で市政改革につい

ても後期計画の中に盛り込んで、これらを職員の意識

改革をはじめ、いろんな意味でこういうことを取り組

んでいきたいという私どもの決意のほどを示させてい

ただいたというふうに考えております。 

 先ほど市長のほうからも答弁申し上げました若者定

住に当たっては、いろんな意味で地域の魅力づくりと

いうのはこれ大切なことだというふうに考えておりま

すので、子育て支援とか雇用の場の創出とか、いろん

な意味で縦横一緒になって臨んでまいりたい、こうい

うふうに進めてまいりたい、こういうふうに考えてお

ります。そういう点でぜひご理解を賜りたいと思いま

す。 

 それから、支援バスの関係でございますが、確かに

郷土愛、涵養していくにはやっぱり地元の中学校なり

高校なりを卒業していただいて社会に巣立っていただ

く、こういうのは大切な要素かなというふうに考えて

おります。 

 ちなみに先ほども例として、苺巻高校とか九戸高校

の例を引き出されてのご質問でございましたけれども、

実は県のほうは高校の再編計画がどんどん進められて

いる中で、これは一人久慈の山形校統合関係の問題だ

けに当たらない、全県的な対応しなければならないの

で、そこのところでこれは検討していきたいと、協議

してまいりたいというような意向を示されておりまし

た。 

 ただ、23年度についてはそういう中で再編計画が示

される暫定的な移行措置として23年度限りについては

こういう対応したいというふうな意向も示されており

ます。そういうことで例えば旧山形村からは苺巻高校

に本年度16人の子どもさんたちが通っているという状

況もとらえておりますけれども、非常にこれ残念なこ

とかなというふうな気持ちも合わせ持っておりますけ

れども、保護者の皆さんの心痛のところ、ご心配のほ

どについては私どものほうとしてもそういう背景があ

っての情報を流せなかったというところについてもご

理解を賜りたいと思いますし、これからは至急それら

については対応してまいりたいというふうに考えてお

りますのでご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からはグリーンツーリズムについてのご質問にお答え

をしたいと思います。 

 もう既に髙屋敷議員については、この教育旅行をは

じめとした、いわゆる山形町地区での取り組みについ

てはご案内のとおりご承知をいただいているわけであ

りますけれども、いずれ、私自身も教育旅行はあくま
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でも月、年間を通じると５月が忙しい、あるいは７月、

８月、９月、10月だとするならば、それ以外の時期に

も多くの方々においでをいただく、そして内外の交流

が図られ経済の活性化が図られることが一番大切であ

るだろうなと、そういういわゆるライフスタイルとい

いますか、ものもあるだろうとこのように考えており

ますし、特にも私は 近考えてございますのが、いわ

ゆる大人の休日倶楽部なるものがありますけれども、

ああいったものを活用されて、多くの方々が旅を楽し

んでおられる。 

 その中の一つとして、いわゆる地元でとれた食材を

活用した食の楽しみっていうのも一つにはあるとこの

ようにも聞いておりますし、実際にそのように受けと

めておりますので、そういった形も含めながら、いろ

んなところとの連携というのは必ずや必要になってく

ると思います。旅館業の取得であったりとか簡易宿所

の取得であったりとか、そういったものを含めると県

等とも連携をしなければならないと思いますが、そう

いう観点を持ちながらこのグリーンツーリズムについ

ては今後とも、先ほど市長からもご答弁申し上げまし

たが、積極的に推進に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、私のほうからは

袋小路の解消ということでご答弁申し上げたいと思い

ます。 

 確かに議員おっしゃるとおり、この利便性の高いま

ちづくりには回遊性のあるそういった道路が必要であ

るということは認識しております。市長からもご答弁

申し上げたとおりでありますけれども、いずれこれま

での古い町並みといいますか、旧来からある町並み、

そういったものについてはある程度の道路が整備され

てはきておるわけですが、ただどうしても行きどまり

になってしまう道路というのが出ております。それで、

そういったところやはりその用地用地の事情があって

道路が通せないというふうなそういった場所もあるわ

けであります。新たに開発されてまちを構成していく

道路、そういったものについては建築の段階で、ある

いは造成の段階でそういった指導等しているわけでは

ありますけれども、ただそういったいわゆるミニ開発

といいますか、3,000平米に満たないそういった住宅

地等々、どうしても見逃すこともままあるわけであり

ます。ただ、そういったところもパトロール等々しな

がら、そういった業者等の指導というのをやっており

ます。いずれこの袋小路の解消等については県の土木

事務所のほうともいろいろと協議をしながら進めては

いるところでありますけれども、市長からおっしゃっ

たとおり、私道路あるいは赤線、こういった部分等の

解消というのはかなり数が多いわけでありまして、そ

の解消には本当難しい部分があるんだ、そういうふう

にとらえております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  山形小学校の学習環境の認

識ということでございますが、まずトイレについては、

これは私は平成18年に便所の改修工事行ってございま

して、これについては私は合併浄化槽での処理。私も

山形小学校には何度か行ってお邪魔してございますが、

このトイレ臭については、私はトイレも利用しなかっ

たこともあるかもしれませんが、そういったトイレ臭

があることについてはちょっと私は気がついてござい

ません。 

 それから、体育館についてですが、体育館の雨漏り、

これについてはあることは認識してございます。それ

から、狭いということでございますが、確かに374平

方メートルでございまして、山形地区の小学校の中で

一番面積的には小さいという認識でございます。 

 それから、机のことについても話がございました。

先週、２月23日だったと思いますが、行ってまいりま

したけども、その際に子どもたちの授業の状況等見ま

して、40年も経過した机、いす等には私は映ってござ

いませんでしたけど、ここにこの手元にそれらの入手

した、設置した、購入した時期の資料がございません

ので確たるところはわかりませんが、そんなに不自由

とは認識をちょっとしてございません。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  髙屋敷英則議員の一般質問に

関連して何点か質問をさせていただきます。 

 まず、質問項目の２番、地デジにかかわって質問の

１点目は、共聴施設組合をつくって光ファイバー送信

する予定で、市の予算も予算化なされた山根地区共聴

施設組合、この工事がいまだはかどっていないと思わ
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れますけれども、その理由は何なのか。それからまた

いつごろ工事着手され、完成見込み等についてどのよ

うになっているのか、お伺いしたいと思います。 

 ２点目は、侍浜地区の侍浜中央共聴施設組合の工事

はほぼ順調に進んで、もう地デジの映像を見ている家

庭がほとんどですが、侍浜地区のその他の申請中の共

聴施設組合、４つありますけれども、現在の進捗の状

況、また７月24日までに工事完了の見通し等について

お伺いをしたいと思います。 

 ３点目は、地デジ支援世帯の支援について、個人情

報とのかかわりでその状況把握がなかなかできにくい

というふうに伺っております。その支援世帯の支援の

進捗の把握、これをどのようになされているのかお伺

いをしたいと思います。 

 それから、質問の11番、菌床シイタケについてお伺

いをさせていただきます。 

 私たちは昨年、産業経済常任委員会の視察研修で長

野県の中野市の菌床栽培企業を研修視察したわけでご

ざいます。ここではエリンギとかエノキダケなど多種

にわたる栽培を行って、年間40数億円の売り上げで大

変成功しておるとのことでした。私はやっぱりシイタ

ケ、キノコのシイタケ一本に絞らず、ブナシメジやエ

リンギやエノキダケなど多種の菌床キノコの栽培が極

めて経営安定に資するのではないかとこういうふうに

思いますが、この点に関して今後の指導・奨励あるい

は取り組み等どのようにお考えなのかお伺いしたいと

思います。 

 それから、２点目は先ほど生シイタケに限って答弁

があったんですが、菌床シイタケの乾燥、これが現在

どれくらい行われておるのか。また乾燥用この菌床シ

イタケの品種の開発、これがなされておるのか、その

辺もし情報把握できておるのであればお伺いしたいと

思いますし、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、質問の14番目、商工行政についてであり

ますけれども、平成18年からいろいろ対策取り組まれ

て、それぞれ成果があるというふうにお話をいただき

ましたけれども、現在の市のほうでとらえております

空き店舗、空き事業所の状況、数、それがどれぐらい

なのか、把握しておる部分お伺いしたいと思います。 

 それから、質問項目15の④でありますが、これは防

犯灯の故障の関係でございます。 

 県道侍浜停車場線、侍浜停車場阿子木線って言うん

ですが、これは侍浜の本町から角柄の入り口方面にか

けての道路なんですけども、県道なんですが、これは

これまで不審車輌の情報、それから不審車輌からの声

がけ、それから不審車輌によります子どもの連れ去り

等の事件がこれまであった路線でありまして、侍浜町

の健全育成部なり、防犯防災部等が特に重点パトロー

ル路線、こういうことで気を配って日ごろパトロール

なりあるいはまた防犯等の点灯の状況、それらをチェ

ックしておる路線であります。 

 お伺いするところによりますと、先ごろの行われた

防犯灯のチェック、点灯の状況等の中では故障等がな

かったようなんですが、年前にかの時期だったと思う

んですが、それが 近になって故障等についての話が

続々入ってくるようになったということで、関係者の

話を総合いたしますと、年末の低気圧被害、この低気

圧の被害での故障じゃないかなというふうな話が寄せ

られております。10灯という数も大変多くて、地元町

内会でもお金もかかりますから苦慮しているというこ

とで、何とか災害復旧といいますか、そういうたぐい

のことで善処いただければなというふうな話も出てき

ております。そこで、今後の取り組みについてお伺い

したいと思います。 

 それから、先ほど話をしましたが、この路線、過去

にいろいろな事件もあってるんですが、そのことにつ

いて市のほうで把握しておられるのかどうか、その点、

２点目お伺いしたいと思います。 

○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）  私からは地デジの対

策についてお答えをしたいと思います。 

 確かに地デジへの対策につきましては、実はこの時

期にきまして、昨年末ごろからですか、非常に多数の

件数が全国的に申請なり相談なり、いろんな部分が多

くなってきてると。あわせて今度はそれに対応する工

事量が多くなってきて対応が遅れぎみであるというふ

うなところがまま見受けられます。そういうふうなこ

とで現実問題として私どものほうとしても今回の補正

予算でもお願いしましたけれども、予算額を減額して

みたり増やしてみたり、いろんなところでの対応を迫

られているというふうな状況でございます。 

 それで、山根地区でございますが、山根地区につき

ましては今現在19地区において新たな難視地域だと、

あっ、16地域ですね。16地域で新たな難視地域だとい
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うふうにとらえておりまして、これについて対策を講

じております。それらのところで共聴施設をつくった

りとか高性能アンテナとか、そういうことでの対応と

いうことも考えておりますが、先ほど申し上げました

ように、国での対応が少しおくれているというふうな

ことでございますので、衛星対策ということで衛星に

よる電波を受信する対策を急遽対応するというふうに

国のほうで示されておりますので、これについては衛

星対策で対応したいというふうに考えております。 

 それから、侍浜地区につきましても、侍浜中央地区

を含めて５地区の難視聴地域というふうにとらえてお

りますが、ここにつきましては先ほど、先ほどという

か、つい先日、２月の下旬になりまして、国のほうか

ら交付決定がございました。これによって本格的な対

応をできるということでございますけれども、これに

ついては共聴施設ということで繰越明許で対応、侍浜

中央以外は繰越明許で対応せざるを得ない状況ですが、

いずれにいたしましても７月24日までには工事を完了

したいというふうに考えているところでございます。 

 それから、支援世帯の把握につきまして、これにつ

いては議員ご指摘のとおり、いろんな意味で私どもの

ほうには情報が入ってまいりません。各世帯の方々か

らのご相談を受けた段階で対応せざるを得ないところ

もありますけれども、実はこれまで広報誌では６回、

チラシの配布は６回、それから地区の説明会は53地区

で39回ほど行わさせていただいております。こういう

ことで７月24日からの地デジ対策については大丈夫で

しょうかというような呼びかけをさせていただいてお

りますが、特にそういう地デジとは何ぞやということ

でご理解いただけない方々も多いところでございます

ので、こういう新たな難視聴の方っていうのはできる

だけ生み出さないように、今現在は努めてまいりたい

というふうにしか、私どもの努力のところは行き着か

ないところでございますのでぜひご理解を賜りたいと

このように考えております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  防犯灯についてのご

質問にお答え申し上げます。 

 市所有の防犯灯の修理については、３点ほどの基本

的な考え方のもとに対応しているところでございます。 

 まず、一つ目は電球が切れた場合には、町内会にお

いて電球の交換をしていただいているところでござい

ます。 

 ２点目といたしましては自動点滅器、あるいは安定

器、配線等の故障の場合は市で修理をいたします。 

 ３点目として、灯具そのものの交換が必要な場合は

新たな灯具に更新し、その後町内会へこの所有を移管

して、その後の電気料について３分の２の補助をする

というような、以上のような考え方で対応していると

ころでございます。 

 そこで、このご質問のことについて今現在該当する

町内会長さん方にこの調査をお願いしているところで

ございまして、今後状況を見て適切に対応してまいり

たいと考えておりますのでご了承願います。 

 また次に、不審車輌等の事例を把握しているのかと

いうことについてでございますが、これについては久

慈警察署が作成しております、この管内における声か

け事案等の発生状況資料によりますと、管内発生状況

は平成22年は８件、21年は４件、平成20年は15件とい

うような件数になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  菌床シイタケにかかわ

ってご質問をいただきました。お答えを申し上げます。 

 菌床シイタケのみならず他のキノコもやってみたら

というお話でございました。この菌床キノコそのもの

は非常に技術的にも難しく、また販路も開拓してまい

らなければなりません。久慈市の平成21年度の菌床シ

イタケの販売額は、約２億7,000万ほどでございます。

まず、この菌床の生産拡大に努めてまいりたい、その

ように考えてございます。ただ、久慈市でもマイタケ

とかそのようなキノコを菌床でやっていきたいという

個人的な思いもございますので、それを実験していた

だいている農家もあるということでございます。 

 あと、菌床シイタケの乾燥、そのものの生産はどう

かということでございましたけども、私が知る限りで

は規格品外れといいますか、その生シイタケそのもの

の販売できない外れものを活用して、一生産者がそん

なに規模拡大はしておりませんが取り組んでいるとそ

のように承知しておりまして、それは八戸方面に販売

していると、そのようにとらえております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 
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○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からは空き店舗の数、どのくらいにあるのかというこ

とでとらえているのかと、こういうご質問でございま

した。 

 中心市街地内における空き店舗数を調査しておりま

して、平成22年10月１日現在で26店舗あるととらえて

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  先ほど髙屋敷議員の再質問

に答弁した際に、私からのトイレについての現況につ

いて、「合併処理浄化槽」というふうにお答え申し上

げましたが、正確には「し尿浄化槽」での処理でござ

いますので訂正させていただきたいと思います。よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（宮澤憲司君）  ８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  地デジに関して、山根地区の

共聴施設組合は他のところは共同受信アンテナですか、

立てたわけですが、唯一光ファイバーを使って電送し

て地デジの共聴組合をつくってやるということであり

まして、その部分の工事はまだ全然手がついてないと

いうこととその見通しの関係、どのようになっている

のかお伺いしたいと思いますし、それから菌床シイタ

ケにかかわって、乾燥用菌床シイタケの品種の開発の

状況、この状況は把握してるのかどうかお尋ねをした

いと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  夢ネットを使っての

地デジ対策につきましては、これについては市役所の

前のジェイシーでしたかのモニュメントのそばに受信

アンテナを設置させていただきまして、こちらのほう

の準備は整っているのですが、現地のほうに行きまし

て、実は東北電力さんのほうの電柱への共架の関係と

かで許可の手続が、業者さんのほうの手続がおくれて

るという現状で、なかなかうまく進まなかったところ

がございますが、３月中旬には何とか完成をさせてい

き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）  菌床シイタケの乾燥と

いうことの品種が開発されていないかということでご

ざいましたけども、原木シイタケの場合は乾燥が非常

に向いているというふうに承知しております。 

 この菌床シイタケの場合は、どうしてもその特性上、

乾燥に向かないものだとそのようにとらえておりまし

て、そのようなものが研究されているのは私は承知し

ていないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  15番堀崎松男君。 

○15番（堀崎松男君）  それでは、髙屋敷議員の質問

に関連いたしまして何点かご質問をいたします。 

 まず、第１点でございますが、ナマコの増殖事業の

関係でございます。先ほど市長から経過等については

説明いただきましたけれども、実は私、ことしに入っ

て１月、２月、久慈市内８カ所の天然ものの中心にし

た地域の水揚げに立ち会ってみたところでございます

けれども、このナマコについてはやはり現在の価格、

ことしの価格でございますけども、現在の価格で見た

ところ、中国への輸出というような状況で、干しナマ

コの加工する原料でございます。そういうことで確か

に日本全国で津々浦々とれるわけですが、久慈市にお

いてもその８カ所を見た場合に、やはり中国へ輸出用

の原料だということでサイズ的には10センチ以上とい

うことと、あとアオナマコであってイボの多いものと、

そうでなければ加工できないという状況になって、や

はりそのアオナマコ中心とした水揚げと。確かにかな

りのアオナマコの量です。それ以外というのはもう１

割か２割しかないというような状況でございますので、

これから第３のつくり育てる漁業、この久慈地区の、

第３のつくり育てる漁業の中心になるんじゃなかろう

かということで、県の普及員等通じながら漁協として

も県北型の営漁計画ということで、それを取り組んで

いこうという現在状況になりつつあるということでご

ざいますけれども、既に新聞では報道されております

が、私、質問事項に入れたら、すぐ報道になったんで

すけども、県北のセンターでは大量の稚ナマコの採苗

に成功しておるということでございます。そうした中

で先ほど言いましたように、この地区２カ所ばかり、

おととしまで無償で試験的に入れた経緯がございます。

そして、ことしこの８カ所を中心とした地区、ほとん

どの地区が今年度から取り組んでいくという、３カ年

の事業の中で取り組んでいくということで、県費も導

入を現在県議会で取り上げられているという今状況で

ございますが、さすがに蝟集ブロックへの補助事業で
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ございまして、種苗の生産があってもやはり買わなき

ゃならないと、ことしから購入しなきゃならないとい

うことになろうかと思います。 

 そうした中で、ウニ、アワビについては確かに皆さ

んから補助事業として導入していただいておりますが、

これ以上漁業者とすればやはり種苗に金をかけていく

ということは非常に負担が大きいという現況にあると

いうことで、この辺について端的に言えば、値段が現

在１ミリ１円10銭という値段が出ております。今年度

12万個、久慈市漁協としては入れるという状況でござ

いますが、将来的にやはり県に対してもお願いしてい

かざるを得ないと思いますけれど、この種苗について

の助成を検討できないのかということをお願いするこ

とと、そして取り上げていっていただきたいと。この

地区のやはり新たな事業として、やはり取り組んでい

くという意気込みでやっていこうということになって

おりますので、よろしくお願いしたい、この辺につい

ての見解をお願いしたいと。 

 それから、もう１点、先ほど来防犯灯の話が出てお

ります。やはり防犯灯、各地区、県道、市道あるいは

通学路になっておる防犯灯、電灯、かなり切れている

ところがあろうかと思います。私も現に何カ所か見て

おります。そうした中でやはりこれから通学している

中学生、特に中学生の方々なんですけども、夜遅く帰

るということで父兄の方々は心配をしているという状

況にございます。先ほど出ました停車場線だけじゃご

ざいません。各地あると思います。私が見てるほどで

も二、三カ所ございますので、その辺についてはやは

り県あるいは市の通学路としての防犯灯のところにつ

いては早急に対応していただきたいと、その件につい

てもご指摘をして、また答弁を願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  防犯灯についてのご

質問にお答えいたします。 

 今現在、市では所有している防犯灯は全体で2,601

灯になってございまして、そのほか町内会が所有する

ものが1,192灯、合わせて3,793灯の防犯灯が設置され

ております。 

 そこで、今現在各町内会の皆様方から、この電球の

切れとかそういう情報をいただきながら対応している

ところでございますが、その現状把握に今後とも努め

て、この防犯灯の適正管理に努めてまいりたいという

ように考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ナマコに関してご質問

いただきました。お答えを申し上げたいと存じます。 

 ナマコそのものは今後の久慈市のつくり育てる漁業

の一翼を担うものと、そのようにとらまえてございま

す。ただいまは堀崎議員さんからるるご説明があった

ように、私もそのことは承知してございます。それで、

いずれ先ほども市長のほうから答弁申し上げましたと

おり、ナマコの振興を図るため、今年度はナマコ蝟集

施設に対して、その事業費の３分の２を支援してまい

りたい、そのように考えてございます。いずれにして

も将来はこの久慈産のナマコは非常に有望でございま

すので、私は塩蔵にて、そして中国に販路拡大してま

いりたい、そのように考えてございますので、今ここ

で種苗に対して補助できるとかそういうことは私は申

し上げることはできませんけども、積極的に検討して

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）  24番八重櫻友夫君。 

○24番（八重櫻友夫君）  髙屋敷議員の質問に関連し

まして２点ほどお伺いいたします。 

 １点目は、土地改良施設維持管理適正化事業につい

てであります。 

 まず 初に、この制度についてお話する前に、土地

改良にかかわっている一人として、大川目の圃場整備

が本年度22年度で終了させていただきました。大変市

当局に対しましては深く感謝申し上げたいと思います。 

 なお、今後県のほうでは、土地改良区のほうであと

は責任持ってやってくださいという話があるようです

ので、到底土地改良だけでは維持管理は到底対応でき

ないという思いもありますんで、市のほうのご指導、

ご協力お願いを申し上げたいと思います。 

 では、この土地改良維持管理適正化事業という件で

ございますが、何で今回これを私関連でお願いしたか

と言いますと、私たち久慈高校を境に大川目方面は農

業振興区域、そしてまた久慈高校を境にして、寺里、

天神堂、門前、河北方面から湊を含んだところが都市

計画区域、農業振興区域は外れてるんですが、大変水

路等が老朽化しまして大変困っているところでござい
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ます。ただ、今現在市のほうでため等事業というのが

あるんですが、それを取り上げていただいて大分よく

なっているところもあるんですが、特にも門前地区か

ら旭町の県立病院、そして湊町にかけてはどうしても

病院ができた関係で宅地化がどんどん進んできており

ます。そういう中でまだまだ一生懸命農業をしている

方もおられますが、門前地区まで水が来るには大川目

の山口からは大変困難を来しているところでありまし

て、門前のところにポンプをつくりまして、今水上げ

をして湊のほうに配っている状態でございます。いず

れ宅地化がどんどん進む状況になりますと、農業をや

る人も年々少なくなりますんで、そうなれば素堀りの

水路掘りをする人たちも少なくなり、どんどん水路も

使えないような状態になってくるというところが今の

現状でございます。 

 そういう中で私はどうしてもこの土地改良施設維持

管理適正化事業を市のほうで取り上げていただいてや

ってもらいたいなという思いであったんですが、先ほ

ど市長の答弁でありましたように、土地改良区が主体

となってという話がございました。確かにこれは事業

主体は市町村ということになっておりますが、もしか

すると市のほうで管理してるとこがないから土地改良

区でという話のことかもわかりませんが、私はいずれ

どこでやっても、たとえ土地改良区でやっても、市の

ほうの援助をいただければ農家の人たちに農業に対し

ての希望を持てるような対応は十分できると思ってお

ります。 

 この事業、例えば200万円以上の事業となっており

ますが、30が県から補助、それからあと30は国からの

補助ということで、約60％補助が来ることになってお

ります。あと30％は事業やる際に５年間で積み立てて

やってくださいと、そしてあと10％は事業実施する際

に払ってくださいということですんで、大変恵まれた

事業でございます。そういう中で市のほうの財政的に

も大変だという思いはあるんですが、事業主体が土地

改良区でやれというのであれば、これ大いに皆さんに

声をかけて進めていただくようにしたいとは思います

が、いずれ土地改良区のほうも財政が困難ですんで、

どうか門前地区を中心とした旭町付近等、湊付近を考

えてみていただきながら、どうしても用水路の確保に

努めたいと思いますんで、これを今後お願いしてまい

りたいと思いますが、市のほうとしての考え方を再度

お伺いしたいと思います。 

 それから、２点目は市道日吉町宇部線のことでござ

います。 

 市長の答弁で、「それは認識している、今後検討課

題としたい」というお話いただきました。用地確保等

の問題もございます。これは先ほど市長答弁でもあり

ましたように、市道と県道がＴ字路で交差している場

所でございます。滝方面から白山を経由して歩いてく

る子どもさんたちにとりましては、横断歩道を渡る際

に大変危険なところでもございます。日吉町方面から

大型車が来て県道を左折しようとすると、車に子ども

たちが巻き込まれるような大変危険な場所でございま

す。以前から私もこれは４月になれば入学式等で黄色

い羽の子どもたちへの配布がございますんで大変危険

だなという思いはありました。いつかいつかとも思い

ながら、今回どうしてもこれを取り上げさせていただ

きましたんですが、事故が起きないうちにどうにか対

応をしていただきたいと思いますんで、その点再度お

伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  用排水路施設の整備、

維持管理に関してご質問いただきました。お答えを申

し上げます。 

 これについてはやはり先ほど市長がお答えしたとお

り、改良区が主体となるべきことと思います。しかし

ながら、ただいま議員がるるお話いただきましたよう

に、改良区においてどうしても経営、拠出不能な手当

につきましては、市といたしましてもケース・バイ・

ケースでその内容を慎重に検討の上、適切に対応して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  ただいまの日吉町宇部線の

小久慈小学校のＴ字路の件でありますけれども、この

路線につきましては現地も確認してございます。現在

の小久慈公民館よりのほうの県道側、歩道があるわけ

でありますけれども、市道には歩道がついていないと

いう部分で、横断歩道はありますけどもその歩行者だ

まりがないということで、非常に危険な部分だという

ふうには認識してございます。ここの部分については

その歩行者だまりをつくることで、ある程度の安全確
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保ができるんではないかというふうにとらえておりま

すので、いずれ関係機関とも協議をしながら、用地確

保ができるかどうか、それも踏まえて検討してまいり

たいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、暫時休憩をいたします。再開は午後３時25

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25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。 

 一般質問を継続いたします。 

 次に、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也君登

     壇〕 

○17番（小野寺勝也君）  日本共産党久慈市議団を代

表し、当面する市政の諸問題について、市長並びに教

育長に質問をいたします。 

 質問項目の第１は、国保税の引き下げについてであ

ります。 

 高過ぎる国保税、給与や生命保険の差し押さえなど

の滞納制裁、貧困と格差が広がる中、国保事業の危機

的状況が深刻化してきています。当市においても国保

加入世帯中、所得なしが31％、所得100万未満が56％

を占めています。課税対象額89万円の場合、国保税額

は15万から16万円となり、負担率は17％から18％とな

り、払いたくとも払えない状況となっています。 

 この結果、滞納世帯数は15％にも及んでいます。こ

のような事態を引き起こした元凶は、国の予算削減に

ほかなりません。政府は医療費の45％という法規定を

給付費の50％に変えることで国保の負担、国庫負担を

医療費の45％から38.5％に削減したことをはじめ、

次々と国庫負担を後退させてきました。 

 こうして国保に占める国庫支出金の割合は、かつて

の50％台から現在では25％にまで激減をしてきている

のであります。低所得者が多く保険税に事業主負担の

ない国保事業は、もともと国の適切な財政支出があっ

て初めて成り立つ医療保険です。加えて、県の役割の

後退も重大です。 

 隣の秋田県では、国保加入者１人当たり946円を補

助しているのに対し、岩手県はゼロです。 

 民主党は9,000億円を国保財政に措置するとしてい

ましたが、今年度の予算ではわずか40億円にしかすぎ

ません。その民主党が推進しようとしているのが、県

単位の国保の広域化です。国保の財政難が深刻化する

中、市町村や医療関係者の中には、わらにもすがる思

いで広域化に期待する向きもあります。しかし、国保

の財政難の原因は、国庫負担の削減です。国の予算を

削減したまま国保事業を寄せ集めても弱者同士の痛み

の分かち合いにしかならず、財政や制度の改善にもな

りません。 

 お尋ねをいたします。国民健康保険法第１条では、

「社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的

とする」とあり、県の負担の増加を要求するとともに、

市の負担を抜本的にふやすなどして国保税を引き下げ

るべきだと思いますがお聞かせください。 

 ２点目は、減免要綱の改善です。現行の減免要綱は、

災害、所得減、生活困窮の場合となっており、担税力

の判断基準を明確にして改善を図るべきだと思います

が、お尋ねをいたします。 

 質問項目の第２は、ディーセントワークについてで

あります。 

 国際労働機関はディーセントワークの実現を各国に

呼びかけています。「人間らしい労働」、「働きがい

のある労働」と訳されています。使い捨て労働自由の

社会を根本から転換をし、労働者を大切にする社会を

つくるためにこの実現が求められています。当市にお

いても啓発に努めながら取り組むべきだと思いますが、

考え方をお示しください。 

 質問項目の第３は、福祉灯油の実現についてであり

ます。 

 灯油の高騰が続き、ついに１缶1,620円にもなりま

した。原油の異常な高騰の背景には、投機マネーに加

え中東諸国の政情不安が見られます。 

 福祉灯油を実施をした平成18年、19年度の場合にも、

１缶1,600円台で助成に踏み出しています。以前の事

例にもかんがみ、低所得者に対する福祉灯油助成事業

を早急に実施すべきだと思いますがお聞かせください。 

 質問項目の第４は、介護保険についてであります。 

 昨年暮れの時点でも特別養護老人ホーム入所希望者

は市内で158人、うち在宅となっている人が56人、早
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期入所が必要な人は31人となっています。 

 基金による上乗せ、第５期介護保険計画の前倒し要

望を含めた管内の特別養護老人ホームの建設、増床計

画をお示しください。 

 ２点目は、早期入所が必要な人でも、在宅の場合、

施設入所までは家族が介護しなければなりません。在

宅介護手当支給制度を設けるべきと思いますが、お尋

ねをいたします。 

 質問項目の第５は、新規学卒者の就職対策について

であります。 

 管内の新規高校卒業予定者の就職内定率は、昨年12

月末時点で88.9％、有効求人倍率は0.39％、正社員で

は0.17という状況であります。働きたくても働く場所

がないということは、社会的に必要とされていないこ

とにも通ずる深刻な問題であります。 

 市は昨年８月、新規学卒者採用にかかわる事業主に

対する助成策として15万円の一時金制度を設けました

が、今回新卒者雇用支援奨励制度充実を掲げましたが、

その内容についてお示しください。 

 質問項目の第６は、産業振興についてであります。 

 私は従前から地域内で繰り返し再投資をする力をつ

くり出すことが重要として、地域循環型経済の構築を

提唱してきました。この点で地域経済、社会の担い手

である中小企業、農林漁業を重視する政策が何よりも

大切になってきています。 

 中小企業基本法の第６条では、「地方公共団体は基

本理念にのっとり、中小企業に対し国との適切な役割

分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的、

経済的、社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する」とあります。また、食料・農

業・農村基本法の第８条でも同様の規定が盛り込まれ

ています。ついては、これらの規定に基づき、産業振

興基本条例を制定をし、中小企業、農林漁業の支援を

強化すべきと思いますがお聞かせいただきます。 

 ２点目は、就農、就漁者支援制度の創設についてで

あります。農家、漁家の後継者対策、新規参入対策と

して支援制度を設けるべきと思いますがお聞かせくだ

さい。 

 ３点目は、市内業者への官公需発注の拡大でありま

す。分離・分割発注、小規模工事等契約希望者登録制

度の契約額の引き上げ、住宅リフォーム奨励事業の拡

充などで市内業者への官公需の発注を拡大すべきと思

いますが、お考えをお聞かせください。 

 質問項目の第７は、暴風波浪による定置網の被害対

策であります。昨年暮れからことしにかけての暴風波

浪被害は大変な被害をもたらしました。特にも定置網

の被害・流失は22ヶ統８億1,000万にも上り、自力復

旧には大変なものが予想されます。ついては、融資は

もとより、独自の助成を講じるよう県に要請すべきと

思いますが、その考えをお聞かせください。 

 質問項目の第８は、久慈小学校改築事業設計者の選

定過程についてであります。この問題については、さ

きの12月定例市議会で末﨑副市長は、「１回で終わら

せることを考えていたが、２回行った。それは、１回

目の審査では選定することができなかったからだ」と

答弁しています。 

 しかし、その後の調査によると、昨年９月14日の選

定会で審査した結果、全体としてまとまっており、設

計段階で修正を加えることを条件として委員全員一致

で、株式会社久慈設計を採用案及び選定業者に選定し

たとあります。この段階で完結したことになっている

のではありませんか。しかるに、わざわざ10月４日に

２回目の選定委員会を開催をし、第１回目の審査とは

関係なく審査するとして、ここでは株式会社久慈設計

を早々と 下位に落とし、今度は株式会社久慈設計久

慈を採用案及び選定業者に選定しております。委員全

員一致で選定されたものが、再度委員会を開き、別の

業者に変更するというのであれば、いろいろと条件を

つけて、いかようにも業者を選定できるということに

なりませんか。改めて設計業者の選定経過と結果につ

いてお知らせ願います。 

 質問項目の第９は、土木行政について４点お尋ねを

いたします。 

 第１点は、長内町新街橋付近の無堤区間の整備見通

しについて。 

 第２点は、老朽化が著しい新街橋の早期かけかえが

必要と思いますが、その見通しについて。 

 第３点は、久慈小通り線に接続している位置指定道

路等、また九戸教育会館西側から県立久慈病院合同公

舎前に抜ける生活道路を市道認定する場合の方法につ

いて。 

 第４点は、新築町田高地区の雨水排水対策について。

この問題では公共下水道事業認可区域に編入してから

ということだったと思いますが、編入の有無について
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お尋ねをいたします。 

 質問の 後は、たたら館についてお尋ねをいたしま

す。 

 第１点は、歴史民族資料室の耐震化計画について、

その見通し。 

 第２点は、昨年の９月定例会でも質問いたしました

が、たたら館を現在の民族資料室を利用しつつも復活

すべきと思いますが、改めてお尋ねをいたします。 

 以上、10項目18点についてお尋ねをいたします。積

極的な答弁をお願いをし、登壇しての私の答弁といた

します。 

  失礼しました、 後。登壇しての私の質問といたし

ます。失礼しました。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、国民健康保険税の引き下げについてお答え

をいたします。 

 まず、国・県・市の負担をふやし国民健康保険税の

軽減を図ることについてでありますが、高齢社会の進

行や医療の高度化に伴う医療費の増嵩に加え、長引く

景気低迷に起因する低所得者の増加等、制度の構造的

な課題が浮き彫りとなっているところであります。国

民健康保険の安定的かつ持続的な運営には、国の負担

割合の引き上げが喫緊の課題との認識に基づき、全国

市長会や国民健康保険中央会等を通じて、各種要望活

動を実施しているところであります。 

 また、市の負担をふやすなどによる国保税の引き下

げにつきましては、平成22年度国民健康保険特別会計

事業勘定の歳入不足の補てん財源として、一般会計繰

入金２億3,000万円を計上した補正予算を議決いただ

いたところであり、厳しい財政状況から困難であると

認識をいたしております。 

 次に、国民健康保険税の減免要綱についてでありま

すが、国保税の減免につきましては、災害や疾病、失

業などによる所得減少、生活困窮など納税義務者の担

税力が著しく減少した場合、減免要綱に定める基準に

従い、申請により適用しているところであります。 

 そのうち、所得減少による減免については、平成18

年３月にその見直しを行いまして、前年中の合計所得

金額を３区分から５区分に細分化し、前年中の合計所

得金額300万円以下の減免割合を大幅に改善したとこ

ろであります。 

 また、担税力の弱い、いわゆる低所得者については、

世帯の合計所得金額に応じた７割、５割、２割の減額

措置を講じており、国保税の減免については当面現行

制度で対応してまいりたいと考えております。 

 次に、ディーセントワークについてのお尋ねがござ

いました。 

 国は、ディーセントワークに関し、一つ「働く機会

があり持続可能な生計に足る収入が得られること」、

二つ「働く上での権利が確保され、職場で発言が行い

やすく、それらが認められること」、三つ「家族の生

活が安定しており、自己の鍛錬もできること」、四つ

「公正な扱い、男女平等な扱いを受けること」、とい

った願望の集大成であると整理をしていると承知して

おります。 

 仕事と生活の調和の重要性については、我が国の社

会にとって も緊要な課題の一つとされており、当市

としても教育、医療、福祉、子育て支援の充実、さら

には雇用の場の創出、確保、生涯学習の推進など、諸

施策を推進することにより、ワークライフバランスの

推進に努めてまいり、ひいては市民満足度の向上につ

なげてまいりたいと考えております。 

 次に、福祉灯油についてお答えをいたします。 

 市におきましては、灯油価格高騰対策として、平成

19年度と平成20年度において、高齢者等の低所得者世

帯を対象に、国及び県の補助を受け実施したところで

あります。 

 今年度におきましても、灯油価格及び国・県の補助

の有無、他市町村の動向等を勘案しながら事業の実施

を検討してきたところであります。しかし、 近の産

油国の政情不安から、原油価格は高騰傾向を示してい

るものの、12月及び１月の灯油価格は平成19年度と比

較すると低いことや、今後は需要が落ち込むことから、

市単独で実施する予定はないところでありますのでご

理解願います。 

 次に、介護保険についてお答えをいたします。 

 まず、管内における特別養護老人ホームの建設、増

床計画についてでありますが、第４期介護保険事業計

画上の整備として、野田村で小規模特別養護老人ホー

ム29床、また第５期介護保険事業計画の前倒し整備と

して、洋野町で小規模特別養護老人ホーム29床、普代
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村で広域型特別養護老人ホームに30床の増床が予定さ

れていると、久慈広域連合から伺っているところであ

ります。 

 次に、在宅介護手当支給制度の創設についてであり

ますが、当市では現在、久慈広域連合の受託事業とし

て、地域支援事業によりまして家族介護用品及び家族

介護慰労金の支給のほか、家族介護教室などを開催し、

在宅の要介護者を介護している方々を支援していると

ころであります。 

 なお、ご提案の在宅介護手当の創設につきましては

考えてはおりませんが、現行の家族介護慰労金支給制

度を検証し、そのあり方について検討してまいりたい

と考えております。 

 次に、新規学卒者の就職対策についてお答えをいた

します。 

 新卒者雇用支援奨励金制度につきましては、今年度

県の新卒者ふるさと就職促進事業費補助を活用し創設

したところであり、一定期間内に新卒者を雇い入れた

事業主に対して、１人当たり15万円の奨励金を交付す

る制度としたところであります。新年度、平成23年度

におきましては、内定時期を問わず新卒者を雇い入れ

た事業主に対して、１人当たり10万円の奨励金を交付

する制度に拡充したいと考えており、更なる新規学卒

者の雇用の拡大を図る考えであります。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 産業振興基本条例の制定についてでありますが、中

小企業基本法第６条及び食料・農業・農村基本法第８

条では、中小企業及び食料・農業・農村に関し、地域

の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し実

施する地方公共団体の責務を規定しており、当市にお

いてもこれに基づき、それぞれの分野でこれまで施策

を講じてきたところであります。 

 近年、他の自治体におきまして、産業の振興に関す

る施策を総合的に実施するため、その基本方針、市の

責務、事業者・経済関係団体・市民の役割などの基本

的事項を規定した産業振興基本条例を策定する動きが

出ており、岩手県内でも一関市が制定していると承知

いたしております。 

 当市におきましても、他市の例を参考にしながら、

条例制定の意義、実効性などについて研究してまいり

たいと考えております。 

 次に、就農・就漁者支援制度の創設についてであり

ますが、新規就農者等への支援策といたしまして、農

業ではこれまで、県農業公社事業の新規就農者緊急育

成プログラムによる技術研修、また市単独事業の新規

就農者育成確保対策事業による融資返済等に助成を行

い、また漁業では、県・市による稚貝・種苗放流等の

経費補助、漁港・漁場などの環境整備事業により、対

象者のニーズに応じて各事業を実施してきたところで

あります。 

 その結果といたしまして、今年度は市内において農

業では５人、漁業では３人の方が新たに就農・就漁し

たところであります。 

 今後におきましても、支援を継続するとともに、県

農業公社が行う農業実践研究生受け入れ経営体等支援

事業や新岩手農業協同組合が行います農業振興対策事

業を活用して、関係機関、団体と連携を図りながら、

後継者、新規参入者の育成確保に努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、市内業者への官公需発注の拡大についてお答

えをいたします。 

 市内業者への官公需発注につきましては、建設工事

等では分離・分割発注を推進するとともに、市営建設

工事入札資格者の申請が困難な市内業者の受注機会を

拡大するために、小規模工事等契約希望者登録制度を

設け、参加機会の拡大を図っているところであります。 

 一方、成果についてさらに検証を重ねたいことから、

契約額の引き上げにつきましては今後の検討課題と考

えておりますのでご理解願います。 

 また、物品等の調達についても市内業者を 優先に

選定しているところであり、今後におきましても積極

的に市内業者の育成に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、暴風波浪による定置網被害対策についてお答

えをいたします。 

 定置網被害支援につきましては、さきの政和会代表、

桑田議員にお答えいたしましたとおり、今後におきま

して定置網復旧緊急支援資金貸付事業により支援して

まいりたいと考えております。 

 また、去る１月25日、県知事に対し、漁業共済加入

掛金の助成について要望を行っているところでありま

す。 

 次に、久慈小学校改築事業設計者の選定過程につい

てお答えをいたします。 
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 設計者の選定につきましては、地域のシンボルとな

る魅力ある学校づくりの提案を期待し、一級建築士事

務所で東北地方のエリア内に本社・支店等を置いてい

る３社、県内本社２社、市内本社８社の合わせて13社

を選定し、昨年７月、技術提案の依頼をいたしたとこ

ろであります。 

 13社中、参加する旨の回答が８社からあり、その後、

途中２社が辞退し、 終的には東北エリア２社、県内

２社、市内２社の計６社でプロポーザル審査となった

ものであります。 

 ９月14日の審査会で設計者１社を選定する予定であ

りましたが、設計者の意見と、そのことに対する委員

のとらえ方について改めて確認すべき事項や検討を重

ねる必要が生じましたことから、提案内容がすぐれて

いる上位４社において再度審査会を開催し、その結果、

諸条件を もよく把握した提案のあった株式会社久慈

設計久慈を特定者として選定したものであります。 

 後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、新街橋付近の無堤区間の整備についてであり

ますが、河川管理者であります県北広域振興局土木部

において、平成20年度から進めております築堤は、市

道新街橋通り線との交差部分を除き、来年度をもって

完了する予定であると伺っているところであります。 

 なお、市道との交差部分の築堤につきましては、市

道のかさ上げが必要となり、取りつけ道路等、周辺の

住環境への影響も免れないことから、今後、同部と協

議を重ね、当市といたしまして慎重に検討してまいり

たいと考えております。 

 次に、新街橋のかけかえの見通しについてでありま

すが、本橋梁は木橋で昭和35年に架設され、建設後約

50年が経過し老朽化が進んでいることや、幅員が3.2

メートルと狭いことから改修の必要性は認識している

ところであります。しかしながら、かけかえには多額

の事業費を要しますことから、困難な状況にあるとと

らえており、当面適切な維持修繕により交通確保に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、天神堂の県立久慈病院合同公舎付近の生活道

路を市道に認定する場合の方法についてでありますが、

市道認定に当たりましては、地域住民からの要望や公

共性等を考慮の上、市道認定基準を満たすことが必要

であります。 

 当該路線の重要性は認識するところでありますが、

民地に挟まれ一部幅員が市道認定基準に満たないとこ

ろがありますほか、県立久慈病院合同公舎の敷地内を

通行しておりますことから、その取り扱いも含め総合

的に検討する必要があるととらえております。 

 次に、新築町、田高地区の雨水排水対策についてで

ありますが、当該地区の雨水排水計画は、さきの政和

会代表、桑田議員にお答えいたしましたとおり、事業

計画の認可区域へ編入するため、今年度測量等調査を

実施したところであります。 

 今後、本年７月をめどに、認可区域の拡大に向けて

法手続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、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、久慈市歴史民俗資料室の耐震補強の見通し

についてでありますが、現在、耐震診断を実施してい

るところであります。 

 耐震診断の結果は、２月24日及び３月11日の耐震改

修判定委員会で審査され、３月20日以降に診断結果が

通知される予定となっており、その結果を受けて対応

を図ってまいりたいと考えております。 

 後に、たたら館の復活についてでありますが、た

たら館に保管されていた資料は、現在、久慈市歴史民

俗資料室におきまして展示・公開しているところであ

り、この施設を訪れた方に対し、当市における砂鉄や

製鉄の歴史の資料等を展示・公開していることをわか

りやすくするため、たたら館看板を入り口に掲示した

ところであります。 

 今後とも、これら資料の展示・公開の充実を図りな

がら、歴史民俗資料室における展示・公開の継続を図

ってまいりたいと考えております。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を許します。

17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  再質問をいたします。 

 初に国保税の問題。市長、国保の危機的な状況、

国保事業のですね。認識では一致してると思うんです

が、そういう点では、答弁いただいたように国に対し
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てやっぱり強力な働きかけが大事だというふうに思い

ますので、その点改めて。 

 それからもう一つはこの点で、登壇して言いました

ように県の補助がないんです。隣の秋田県では946円

ですか、被保険者１人当たり。やっぱり岩手県に対し

てもこれを強く補助制度を設けるべきとただすべきだ

と思いますがお尋ねいたします。 

 福祉灯油の答弁いただきました。今1,620円ですね。

平成19年、20年、平成19年は1,624円、11月です。20

年の11月が1,660円。ここがピークで、20年の場合は

12月が1,405円、１月が1,243円、下がってるんですよ。 

 ところがことしの場合は、確かに高どまりで推移し

てるんです。確かに需要が減るというのはあるんです

が、しかし大変な思いをしてこられた高齢者や低所得

者の方々に、やっぱり今からでもいいと思うので、市

町村がやれば県も対応するというような答弁もしてる

わけでしょう。そういう点では再度お聞かせをいただ

きたい。この点では隣の野田村等では実施する方向で

いるということも聞いておりますので、改めてお尋ね

をいたします。 

 それから介護手当です。いわゆる家族介護慰労金制

度の改善といいますか、そういうことの言及されまし

た。ぜひ、どういう形であれ、それに報われればいい

わけで。実際に介護慰労金を受給されてる方どれぐら

いいますか。お聞かせいただきます。 

 それから定置網の問題。これは利子補給と据え置き

の融資制度だと。私が言いたいのは、岩手県に対して、

岩手県は三陸の海を控えて漁業県なんですから、岩手

県に対して、こういう場合にやっぱり一定の補助制度

を設けてくれということを県に要望していただきたい

と思うんですが、お聞かせをいただきます。 

 後、小学校の改築問題についてであります。 

 事実経過と違う答弁をされてるんですよね。これは

開示請求で当局からいただいた会議録の要旨だと思う

んですが、これによっても、９月14日第１回の会議で

採用案及び特定者、株式会社久慈設計。次点は久慈設

計久慈。結論が出てるじゃないですか。しかも委員全

会一致ですよ。 

 そこでお尋ねをいたします。第１回の選定委員会で

各業者、６業者参加したんですね。審査されたんです

ね。それぞれの得点でやったわけでしょ。順位つけた

わけでしょ。順位はどういうふうにして決めたんです

か。得点方式だと思うんですが、得点はそれぞれ何点

ずつだったんですか。第１点、お聞かせください。 

 第２点は、９月14日の第１回の選定委員会で１位者

と２位者を決めて、「全体としてまとまっており久慈

設計がいい」と、「委員全員で決めた」と、会議録に

書いてあるんですよ。これは事実ですか。これは副市

長、事実かどうか。 

 それから、もう１点は、ここで終わってるわけです

から、当然決裁文書をお作りになって上がってきたと

思うんです。それに押印をされましたかどうか。 

 同じく、所管の教育長、今の２点について、教育長

として第１回の選定会議で１位者が久慈設計、次点は

久慈設計久慈に決まったというのは事実ですか。事実

の確認です。 

 同じように２点目は、これに基づいて決裁文書が上

がってきたと思うんですが、教育長として押印されま

したかどうか。それぞれお聞かせください。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  ただいまの久慈小学校の改

築事業の設計者の選定についてのご質問にお答えをい

たします。 

 事実の確認といいますけれども、やや誘導的な部分

がありますので、少しお話をさせていただきたいと思

います。 

    〔発言する者あり〕 

○副市長（末﨑順一君）  説明させてください。とに

かく私たちは、久慈小学校の設計者を丁寧に、そして

ベストを尽くして選んでおります。そして、それでそ

の第１回で決めたのは、第１順位の候補者を条件付き

で決めたんです。それは書いてあるはずです。 

 それで、それを事務的に整理をする上で、もう少し

具体的にお話し申し上げますと、久慈小の校庭があり

まして、堤防側に校舎を一列に配置をするというよう

な提案が二、三あったわけです。これについては、光

を遮ったり視野が遮られるというようなことがあって、

これはもうそういう考え方ではいけないという考え方

で一致しておりました。 

 その中で、第１順位になった候補者については、３

分の１ほど空きがあったんです。その空きになった部

分をもう少しあと３分１、ややです。わかりやすくお

話ししますと、あと３分の１を２階建ての部分に３階

にしたらいい形になるんじゃないかということで１回
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目に決めたんです。 

 じゃあ、あとで事務整理をするときに、そういう条

件付き、こういうふうにしたのだったら、あなたを設

計業者に指名しますよという言い方は問題があるんで

はないかということになりまして、まず、第１回目に

提案された考え方を、例えば修正する。修正って言う

と誘導になりますから、そういう言葉ではございませ

ん。それに対する、 初の疑問に対する考え方につい

て、どういうふうに思っていられますかということを

確認しなきゃいかんと。いっぱいありますけども一番

大きな重要なポイントはそこでした。 

 そうしましたならば、「いや、その考えはない」と、

「もっと今のような低層の住宅で堤防側から遮るよう

な形で校舎を建てるのが私たちの理念だ」ということ

であったんです。ですから、それじゃあ条件を課せば、

呑めばいいよというようなことは言えないということ

で、あとで第２回のヒアリングをした後に、もう一度

委員で協議をして、だったら無理だということで、そ

のような第２回の委員会で１位ではなくなったという

ことなんです。 

 選定委員会は必要があれば、二度でも三度でも開催

しなければならないと思ってます。そこをお間違えの

ないようにしてください。何か変なことをしてるんじ

ゃないかというようなことですけども、そうではござ

いません。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私から、定置網被害の助成

について県のほうにというようなことでありますけれ

ども、先ほども市長から答弁申し上げてるとおり、市

長とすれば知事のほうに要望をしているところであり

ますし、被害発生して間もなくには副知事のほうにも

いろいろな要望をしたところであります。 

 また、私も現地等に出向きながら、副知事が参った

場合には、その場で漁協の組合長さん等と一緒になっ

て、この定置網の被害についての県としての助成等に

ついてもお願いをしてるところでありますし、今後に

ついてもそういうふうな方向で県にはお願いをしてま

いりたいというふうに考えておりますので、ご了承を

願います。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  答弁漏れがございましたの

でお答えをいたします。 

 第１回の選定委員会の報告書については押印をして

おります。 

 それから、二度三度と言いましたが、これは決定に

なるまでには、まだ候補者の段階でありますので、決

定なるまでは二回も三回も開催をするということで、

先ほどの答弁に補足をさせていただきます。 

○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）  国保税が危機的な状

況にあり、国に対して強力な働きかけをすべきだとい

うことでございますが、平成22年の６月９日の全国市

長会議において、国民健康保険制度について、国保の

安定的かつ持続的運営ができるよう国庫負担割合の引

き上げなど国保財政基盤の拡充・強化を図るとともに、

国の責任と負担において実効ある措置を講じることな

どについて、全国市長会では国に対して重点要望して

いるところでございまして、今後とも関係機関と連携

して働きかけをしてまいりたいと考えております。 

 次に、国の補助がないということで、岩手県に対し

ても補助制度を設けるべきであるということでござい

ますが、これについても、機会をとらえて県に要望し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、福祉灯油

と在宅介護手当のご提案に係るご質問にお答え申し上

げます。 

 福祉灯油につきましては、先ほど市長のほうから答

弁申し上げたとおりでございます。私どものほうの中

でも検討いたしましたが、私どものほうの資料で申し

上げますと、県民生活センターの調査の灯油価格でご

ざいますが、平成19年度の12月で1,810円、１月で

1,788円という状況にございましたが、今年度は12月

が1,488円、１月が1,576円というところでありまして、

また原油価格も１バレル100ドルを超えたのは２月の

21日の北海ブレントでございますね。そういう状況に

ございます。 

 そういうことから、先ほど申し上げましたように需

要期も過ぎている等を勘案して、当市としては単独で

は実施はしないということにしているところでござい

ますので、ご理解をお願いいたします。 

 それからもう１点でございます。在宅介護手当の創

設提案に係る現行の家族介護慰労金支給事業を受けて
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いる人は何人いるかということでございますが、当該

年度はおりません。というのは、平成18年度に１件ご

ざいました。19年度から21年度、今年度まで支給の実

態はございません。 

 それで先ほど市長のほうから申し上げましたとおり、

ご提案いただきました在宅介護手当というものではな

くて、私どもが現在実施しております先ほど申し上げ

ました慰労金の支給制度、こちらのほうの内容につい

て検討していきたいということで考えております。 

 なぜないかということになりますと、いわゆる、１

年間すべてのサービスを受けてない方というようなこ

と等とか、それから要介護度が４、５であるというよ

うな状況がございます。ですから、それらの諸要件等

を見直ししながら、在宅で介護されている方々に対す

る制度として、何らかの支援ができないものか検証し

考えてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  久慈小学校の改築の件でご

ざいますが、まず１点目でございますが、私も委員の

一人としてその会議に出席をしたわけでございまして、

これは委員長の指揮のもとにおいて進められた委員会

でございますから、その内容については、先ほどの委

員長であった末﨑副市長の答えたとおりだというふう

に考えてございます。 

 それから、押印についてでございますが、これにつ

いては、私今はっきりとした記憶は、決裁であったの

か会議の顛末であったのかは、はっきりいたしません

が、押印をしたというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは私からは第１回目

の審査に当たっての点数についてご答弁申し上げたい

と思いますが、まず、第１位になった業者の点数が72

点でございます。次点が71.2点、第３位が68.8点、第

４位が58.4点、５位・６位は同じ点数でありまして

55.2点でございました。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  末﨑副市長、二回でも三回

でもやる。それは継続審査であれば、選定委員会ね。

いいですか、先ほど登壇して言いましたように、この

会議録で見ると、こういうまとめですよ。「久慈設計

案が全体にまとまっており、設計段階で修正を加える

ことを条件として、委員全員一致で久慈設計案を特定

者として選定した」と。これ結論でしょう。そして、

「次点者には久慈設計久慈案を選定することに委員全

員一致で決定した」と。「なお委員長から事務局で技

術的な問題のチェックをし整理するよう指示を受け

た」と。これが結論でなくて継続ですか。これくらい

はっきりしてるじゃないですか。 

 それじゃあ言いましょう。あなたは、プロポーザル

実施要領の審査及び設計者の決定、第５「審査これは、

久慈市立久慈小学校改築事業設計者選定委員会で行い、

当該業務に も適した設計者を選定する」と。設計者

の決定、委員会の審査結果をもとに決定するとなって

るんですよ。加えて、第７のその他の⑤「本プロポー

ザル方式による設計者選定は、受託者の選定を目的に

実施するものであり、契約後の業務において必ずしも

提案内容に沿って実施するものではありません」、設

計図ではないんですよ。いわゆる技術能力、企画能力、

これの審査なんですよ。さらに、⑥「市は も評価の

高い者を設計業務委託の第一次契約候補者として契約

締結交渉を行うものとする」、当たり前じゃないです

か。 

 ですから、第１位の72点取った久慈設計久慈とまず

交渉するのは当たり前じゃないですか。しかも条件を

付けることに第１回で決めたわけでしょ。条件につい

て、全部が全部提案内容に沿って、すべて実施するこ

とはないと。何で２回目する必要があったんですか。

事務的な整理だけで済む話ではなかったんですか。 

 しかも、あなた方はこういうことを言ってるんです

よ。第１回と第２回で見れば、例えば久慈設計久慈、

第１回の選定委員会では、「曲面になる低学年教室は

使い勝手に問題はないか」、問題点の指摘ですよ。マ

イナス要因ですよ。 

 ところが第２回はどうなってるか。「曲線が使われ

ているのは広さを確保する考えであり、候補者のデザ

イン上のシンボルと考えられる」。第２回では、第１

回でのマイナスが、第２回ではプラス要素になってる

んですよ。同じメンバーで、しかも審査基準が変わっ

たわけじゃないんでしょ。何でこういう結論なるんで

すか。 

 副市長、あなたの言うとおりだとするならば、第１



－90－ 

回の会議で何をやってるんだ、手間暇かけて。大幹部

がそろってですよ。とても市民に対して、部下職員に

対して説明できないでしょ、このざまでは。答弁しま

すか。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  今、小野寺議員が 後にお

っしゃった、第１回の委員会でどうして決めなかった

のかということにつきましては、まことにおっしゃる

とおりであります。第１回の委員会できれいに決まれ

ば何も問題なかったと思います。ただ、委員全体の考

えが、条件を付けて、それを呑むのであればいいんで

はないかという話だったんです。 

 繰り返しますが、その条件というのは、じゃあ、あ

なたの出した理念にかかわることだけれども、それを

撤回して私たちが言うことを黙って呑めばあなたの業

者が決定しますよということは言えないと。その点を

もう一度、全体の委員がいるところで再度考えなけれ

ばいけないんじゃないかと。 

 それから、それぞれメリット・デメリットがあるわ

けです、それぞれの案に。それぞれについて、もう一

度聞く必要があるんではないかということで、もう一

度、これは長く子どもたちが使う校舎を選定するので

すから慎重に。おっしゃるとおり１回で決めればよか

ったかもしれませんが、これは慎重にもう一度協議を

すべきだということで開いたものでございます。 

 それから、必要があれば第２回でも第３回でもやん

なきゃいけないと。あくまでも第１順位の候補者です。

しかも今の場合は条件付き。先ほどと同じような繰り

返しになりますが、そういったような丁寧な作業をす

ることを選んだところでございますので、ご理解を賜

りたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  二回でも三回でもいいんで

すよ、継続であれば、中身が。一回目で結論出してる

じゃないの。そこで、一回目の、いわゆるこれはあん

まり言えないと思うんだけど、一回目の選定委員会で

はどの案が、どの設計者の提案になるかわからないよ

うにしてやったんでしょ。そうでしょ。だったら、二

回目はもうばれてんじゃないですか。一回目はもう久

慈設計だ、久慈設計久慈だと結論ちゃんと出たんでし

ょう。二回目はどの案がどの業者が提案したものかと

いうのがわかった段階でやったんでしょう。 

 しかもこうなんですよ。久慈設計久慈は第２回の、

いわゆる二回目の聞き取りやったんでしょう。「昇降

口が２カ所であるが１カ所に集約する考えもある」と

いう回答してるんです。これはいいことだと、だった

んでしょう。 

 エレベーター設置、これは 初はやる考えはなかっ

たんです。そしたら、「やります」と。どの業者がど

の提案をしたかわかっていて、こういう、いわゆる公

平とか秘密性とか保持できますか。内容からしても手

順からしても、余りにもでたらめ過ぎますよ。だった

ら第１回目に結論が、委員長報告で事務的に後は整理

すればいいと。何でそこまでやって途中だと言い張る

んですか、副市長。しかもこれは、あなた方が決めた

実施要領ですね。あなた方が決めたルールにも反して

るじゃないですか。よく中身見てくださいよ。自ら決

めたルールを自ら破ってやるなんていうのはどういう

ことですか。お聞かせください。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  まず初めに、一回の選定委

員会で候補者を決めるという規定にはなってございま

せん。それは、できれば一回、できれば二回と、でき

るだけ事務効率等を考えれば早いほうがいいわけです

けれども、一回で必ず決めるんだというシステムには

なっておりません。 

 業者につきましては、提案をした業者が来て説明を

いたしますので、どの案をどの業者が提案をしたかと

いうことはわかります。 

 それから、何度も繰り返しますが、第１回目に第１

順位とされた業者さんは堤防側の南側に、校地の南側

に光を遮るような形で建てるということの理念を変え

られないという話をなさいました。それをお含みおき

いただきご理解いただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  それでは、決裁文書ですか、

押印をしたと言いましたね。そして教育長は決裁文書

だったか定かでないけれども押印した記憶があると。

それの写しを出していただけますか。それとも開示請

求しなければだめですか。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  公文書は開示請求をお願い

したいと思いますが、今、原本をここで見てますけれ

ども、全員委員の判子がついてあります。 
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 以上です。全委員、民間の委員の押印もございます。 

○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  そうしますと、今の点ですが、

決裁文書については副市長、教育長はそれぞれやった

と。その決裁文書はどういうルートで回るんですか。

副市長と教育長はした。次はだれが決裁文書に印鑑つ

くんですか。次は市長ですか。ということは、この決

裁文書に市長はつかなかったということでなったんで

すか、第１回の。少なくとも第１回のプロポーザルで

決定をして、その決定に基づいて決裁文書回したでし

ょう。そして、副市長は決裁文書についたと、教育長

もついたと。役所のルールで言うと、その後市長まで

上がっていきますよね。ということは、市長はこれに

つかなかったということでしょ、そうすると。そうい

うことをちょっとお聞かせください。 

 それから、プロポーザルについて、なかなか横文字

だからわからなかったんですが、インターネットで調

べましたよ。コンペ方式というのは設計書を選定する

んだと、コンペはね。プロポーザルは設計者を選定す

るんだと。この違いは何だかというと、コンペだと落

札するかしないかわからないけども詳細設計をつくっ

て出さないとならない。非常に大変だと。 

 しかし、プロポーザルは場所・目的・期間等を提示

したものに基づいて、それに青写真等大まかな設計を

つけて考え方を示すんだと。そのことで選定するんだ

ということですよ。 

 したがって、プロポーザルで発注者が提案者を選定

した時点で競争が終了してるんだと。そういうことか

ら決まれば、その選定された業者と随意契約結ぶとい

うことになってるんですね。これは地方自治法施行令

第167条の２項とかとなってますけど、それに基づい

てやらなきゃならないとなっています。 

 したがって、私のいただいた、この議事録、抜粋か

もしれませんが、しかしさっき言ったようにはっきり

と採用及び選定業者、特定者ですよこれ。株式会社久

慈設計となってます。そして、次点業者は株式会社久

慈設計久慈となってるんです。結論が出てるんですよ、

ここで。しかも同じ委員、メンバーで一端結論が出た

のをさらに二回目を開いているわけです。しかも同じ

メンバーです。それが結論として180度違う結論が出

てましたね、 終的には。すごいことだと思いますよ、

私はこれは。 

 ９月14日の第１回目の会議では、株式会社久慈設計

久慈が１位で、今度は第２回目の選定委員会では久慈

設計久慈は第４位になってるんですよね。もう 初か

ら外されてますよね。そういう流れになってます。 

 したがって、９月14日以降、10月の４日に会議開い

てますが、その間の動き、中身は全然見えてない。私

たちにはまさにブラックホールとしか見えない。何が

この間に行われてきて、こういった第２回のプロポー

ザルになったのかということが全く外からは見えない

んですよね。この点、見えるように、さっき言った決

裁文書の流れも含めて、どこで決裁がなされなくて再

度こうなったかということについてお聞かせいただき

たい。 

 それからもう一つは、プロポーザルというふうな方

式でやっていきますと、ある自治体では公開してヒア

リングやっているところもありますが、全くヒアリン

グについて私たち市民には全く知らされない。まさに

この委員会だけのメンバーだけでヒアリングをして、

しかも今回の場合は特定者まで決定しておきながら、

さらに二回目を開いたということですから、まさに私

たち住民には知らされないまま、その繰り返しが今後

いろんな場面でなされてくるんではないかという危惧

を感じるんですよ。こんなやり方でやられたら本当に、

当局があなた方の思うがままのやり方で終わってしま

うということが逆に危惧を感じてるんですが、その点、

今後もいろんな形でこれが採用されるとすれば、非常

に今回のやり方を見て問題があるのじゃないかという

ふうに思うんですが、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、市道の関係ですが、久慈小学校通りにつなが

っております天神堂の県立久慈病院公舎を囲んだ形で

コの字型に走ってる、これは生活道と言いますか、位

置指定道路もあるんですが、つぶさに私も調べてはき

ましたが、４メーターあるところもあり、3.8メー

ターしかないところもあり、3.7メーターしかないと

ころも現況ですね、そういった生活道です。しかも答

弁あったように、県立久慈病院の公舎の分はちゃんと

道路敷地あるんですよ。しかしそれは、いわゆる宅地

内道路、いわゆる分筆になってない。しかし結果とし

ては現実は道路として使ってつながってると。しかも

公舎の北側には民家が建ってるんです。その民家の

方々は、医療局から２メーター借りて当時家を建てて
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るんです。それがなくなると家としてなり立たないわ

けですが、そういう実態があります。 

 しかも、近年ですけど、教育会館の脇を北側に走っ

てる位置指定道路がありますが、真っすぐ行くと北側

に今２棟のマンションが既に建っております。１棟は

12世帯、１棟は６世帯のマンションなんですが、こう

いう場所の道路がずっとこういった形で放置されてき

てるんですが、ぜひこれは、さっきいろんな総合的な

判断が必要だというふうな答弁ありましたが、久慈市

としてやはりこういう位置指定道路が存在あるいは生

活道が存在して、連たん戸数がびっしりある場所があ

るのに、やはり積極的にどう対応するかという方針を

持ってもらわないと、こういった場所が解決されない

というふうに私は思うんですが、その解決する方法。 

 で、聞くところによれば、医療局とも交渉した経緯

があるという話も聞きました。この問題かなり長年か

かってる問題ですから、ぜひ、担当としても住民の声

を聞く係を決めて、どう対応すればいいかということ

を指導をしながら、市道認定になるような形、一日も

早く解決するための努力をしていただきたいんですが、

お聞かせを願いたいと思います。 

 次に、ディーセントワークという言葉を申し上げま

したが、これはＩＬＯが12年前に出した言葉です。さ

っき市長から答弁あったんですけど、ディーセント

ワークの４つの内容は、一つは「人間らしい生活を送

ることができる十分な所得があること」、二つ目は

「社会保護、社会保障より広い概念で家賃補助などに

よって労働者が保護されていること」、三つ目は「労

働基本権などの労働者の権利が保障されていること」、

四つ目が「ジェンダー平等、いわゆる男女平等を実現

していること」。特にこの４番目のジェンダー平等、

男女平等がこの考え方の根幹になってるんだというこ

とを言われております。 

 そこで、今回、施政方針演述で先ほど答弁で出たん

ですけども、それは、先ほどワークライフバランスと

いう言葉が、これも国が推進しておりますが、これは

それとしてあれですけども、結局今の日本の状況とい

うのは男女格差、非常に大きいわけです。この点でや

っぱり改善がなされないと、今言ったディーセント

ワークというのが全然見えてこないんだということが

言えるわけです。 

 その点で私はいつも申し上げるとヨーロッパは違う

んだという答弁が返ってくるんだけど、今ヨーロッパ

の国の75％が均等待遇、男女の均等待遇を実現してる

んですよ。フランス、ドイツはもとよりオランダ、こ

れは派遣労働者の賃金を派遣先の労働者の賃金と同一

にすることを法律で決めてる。オーストリア、均等待

遇が派遣法の原則になってる。こういうことで、これ

もベルギーでもイタリアも決めてます。そういった意

味では日本が一番立ちおくれている。 

 もう一つ大事なのは、派遣労働者の賃金の確保をす

るためにマージン率の規制をすべきだと。結局、委託

する、委託されたお金で、例えば労働派遣法で来てそ

の賃金を出す。その派遣されたほうが、日本はマージ

ンを平均30％、高いところで40％とってるんですよ。

そうすると労働者の賃金が確保されない。ところが

ヨーロッパでは、ドイツの場合はこの派遣サービスの

手数料は10％から15％に決まってるんです。そういっ

た形で労働者がきちんと保護されてる。そういう状況

をつくるべきだと。 

 そこで、国もそういう方向を出してますけども、ぜ

ひこれは公共の場で、民間のところで男女平等がなか

なか進んでない中で、公共の場で、例えば久慈市がデ

ィーセントワークを進めていくためのジェンダー平等、

男女平等を進めていくという方針を持って私は市の行

政を進めていったとすれば、私はやっぱり極めて抜本

的な改革になってくるというふうに思うんですが、そ

の点で、率先をしてそういう男女平等、ジェンダー平

等について久慈市が積極的に位置づけてやる考えはな

いのかお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  久慈小学校の設計業者選定

についてのご質問にお答えをいたします。 

 議員がおっしゃるように、コンペというのは設計競

技でございまして、出された作品がどれがすぐれてい

るかというものを選ぶというものでございます。それ

から、プロポーザルについてはその業者の能力とか設

計の取り組み、考え方、そういった点を判断するとい

うものでございます。 

 この大きな違いというのは、コンペですと、実は１

社当たり1,000万円ぐらい一般的にはかかると言われ

ております。それから一番大きいのは著作権がコンペ

の場合は発生いたしまして、ここのところを変えたい

といっても変えれない。ちょっとしたところでも変え
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られないといったような問題も発生いたします。そう

いうことから、非常に縛られた状態になりますので、

近ではプロポーザルのほうがすぐれてるということ

で、業者にも負担をかけない、１社しか選ばれません

から、負担をかけないという意味で、プロポーザルの

方法によって選んでいるところでございます。 

 それから、第１回と第２回の間に何があったのかと

言いますけれども、第１回と第２回の間には何度もお

答えしているとおり、第１回の結果について、これは

このまま決定していいのかということを考えました。

で、この報告書については私どまりの決裁でございま

す、委員会は。委員長は私ですから、私どまりの決裁

でございます。それで整理をしながら考えたら、先ほ

どの問題が出てきたと。それで、この条件付きという

のは非常に根幹にかかわる問題だから、もう一度委員

全員でその条件に対する考え方をお聞きしたほうがい

いと。 

 もっとありますよ。それはいろいろあります。工事

の工程で運動会ができなくなるんじゃないかという大

きな欠点があったんですけれども、それもその場で大

きくクローズアップされてきたということでございま

す。そういったことを踏まえて、委員会全体で第２回

で今、 終的に決定になったとおりの結論になったと

ころでございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（宮澤憲司君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、施政方針

演述の中のワークライフバランスについてでございま

すが、当市におきましては男女共同参画基本計画に基

づきまして、庁内においては各種委員の女性の登用、

そして市内においては、それぞれ男女がお互いに認め

合い助け合ってそれぞれの役割を果たしていくように

ということで、各種の啓発事業等に取り組んでいると

ころでございますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは私からは、第２回

までの間に何があったのかというふうなご質問いただ

きました。その流れについては、今副市長からもお話

があったわけでありますが、まずもって、この審査会

の第１回目の審査が14日にあったわけです。事務局は

住宅建築課であずかっているわけですが、そちらのほ

うでは、14日の内容について15日の起案でもって、各

委員それから出席していた建築住宅課、総務学事課、

子育て支援課、それぞれの課長、総括そういった者の

回覧を経て、その審査報告書を作成してございます。

その決裁が９月17日委員長の決裁を受けております。 

 これを受けまして、今度はその内容について事務局

のほうで審査の内容を、市長に報告するための報告書

をつくるわけでありますが、その内容をつくる過程に

あって疑義が生じたということであります。で、建築

住宅課長から、選定委員会の委員長に対して、９月21

日に第２回目の委員会を開催してほしい旨の要請をし

てございます。それを受けて第２回目の委員会が開催

されたわけであります。その件につきましては末﨑副

市長からご答弁申し上げたとおりであります。 

 それから、市道久慈小学校通り線にかかわって市道

認定にするための努力をということであります。 

 この件につきましては、過去においてもいろいろと

論議されてきた内容であります。その経緯から申しま

すと、久慈病院の合同公舎の周辺は県の用地になって

ございまして、その真ん中のところを通路として今使

われている状況でございます。この生活道路の通路の

部分を市道として活用するために、平成15年から16年

にかけまして寄附を依頼しております。このことに対

して県のほうでは、基本的には有償であるという回答

をいただいております。その後、また平成21年の１月

には財政課のほうで医療局と交渉してございますけれ

ども、その市有地を今、新井田地区にあります看護師

の宿舎裏との市の用地との交換の要請をしてございま

す。こういった経過を踏まえましたけれども、医療局

ではやはり改良していただきたいということで今現在

に至っているものであります。 

 市道として認定する場合には、これまでもるる説明

しておりますけれども、ある程度の幅員が確保されな

ければ、土木課のほうとしてはなかなかそれを受け入

れることはできないと。そういったことで今、所管す

る部署において、今後とも県のほうと交渉をしていか

なければ何ともならないような今状況になってござい

ます。いずれ、鋭意この部分については市道としての

認定、利用の仕方、そういったことは重要であるとい

う認識には立っておりますので、今後とも県のほうに

対していろいろと協議をしてまいりたいというふうに

思っております。 

 以上であります。 
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○議長（宮澤憲司君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  るる答弁あったんですが、い

わゆる決裁文書の写しですね、出していただくことと、

いわゆる全国見ても、那覇市ではこのプロポーザルを

やって公開したというんです。この公開原則、例えば

ヒアリングは公開であるとかという形でやっていただ

かないと、今言ったように見えてこない。 

 それから、議事録についても資料として出していた

だきたい。私出した分についてはいずれ今、答弁あっ

たのを聞くと、私たちの議事録にないのがしゃべって

ますから、当然あなた方はもっと詳細な議事録をつく

ってると思うんですね。ぜひこの点についてお聞かせ

を願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  その公開につきましては県

でも公開してないというふうに聞いております。その

点を確認しながら対応してまいりたいと思います。 

 議事録につきましては、議事録としては一人ひとり

の詳細な議事録は残っておりません。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（宮澤憲司君）  以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後４時43分   散会   

 



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

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


