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午前10時00分   開議 

○議長（菊地文一君） ただいまから本日の会議を開

きます。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

 入る前に、本日の欠席通告者は蒲野議員の１名であ

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 一般質問 

○議長（菊地文一君） 日程第１、一般質問を行いま

す。順次質問を許します。政和会代表、髙屋敷英則君。 

〔政和会代表髙屋敷英則君登壇〕 

○26番（髙屋敷英則君） それでは、新市の初めての

定例会に当たりまして、政和会を代表して、市政各般

にわたってご質問を申し上げます。 

 まず、先般の市長選挙におきまして、見事にすばら

しい成績で当選なされ、今後４年間の新しい久慈市の

市政を担当することになった山内市長に、心から祝意

を申し上げます。 

 ５月30日の所信表明では、市政に五つのキーワード

を掲げて市政を展開するという市長の強い意気込みを

表明したわけでありますが、そうした初心をいつまで

も忘れることなく、今後も積極的に市政の運営に当

たっていただきたいと、このように思っております。 

 この所信表明に関しては、通告しておりますように、

１点、当地域の産業振興について県が設置した県北・

沿岸振興対策本部との具体的な連携・協働のあり方に



－106－ 

ついてお伺いをし、新たな久慈市のスタートに当たっ

て、市長には市勢発展のために、一層のご尽力を賜り

たいというふうに思います。 

 さて、市長の任期は４年でございますが、我々議員

の任期は合併の特例によって１年間、来年の４月29日

まででございます。私は、この１年間に特例議員とし

て何をなすべきなのか、その基本に立って、まずは合

併時における旧山形村の混乱と諸課題についてご質問

を申し上げます。 

 今回の合併に対して、現在山形住民の不満はかなり

充満しているということは、市長もご承知のことと思

います。市としては一刻も早く説明責任を果たして、

山形住民との懇談会を開催して、率直に住民の不満に

耳を傾けていただきたいと、このように思っておりま

すが、ここでは、そうした混乱の要因になっている四

つの点について、一つは合併協議の市村の合意事項は

遵守されているか。特にも納税組合の委託金の削減に

関する激変緩和措置の合意はほごにされていないのか。

コミュニティ事業で負担を求めるようなやり方は補て

んにはならないというのが納税組合の主張でございま

して、山形地区の納税組合が地域に果たしている広範

な役割をもっと深く理解して、補てんは市村の合意で

ございますから、きちんと補てんとして補てんされる

べきだという、そういう納税組合の主張は極めて正当

なものだと思うわけであります。 

 二つ目は、市長の選挙公約である山形地区を対象に

したコミュニティ事業は、公約どおり支所長の権限及

び裁量権が認められている中身であるかということ。

合併協議で置き去りにされた旧山形村の諸課題への対

応、山形住民の独自の判断によってこの事業を活用で

きるような要綱を定めなければ事業を設置した意味が

半減するのではないか。 

 三つ目は、市民サービスの著しい低下を招いている

新市の事務のシステムについて、特にも市民から不満

の声が高い会計事務にはむだが多く、行財政改革とい

う観点からも早急に簡素化、迅速化を図って、市民の

満足度の向上に努めるべきではないのか。 

 また四つ目は、合併はある意味では行政コストの軽

減を図ることもその大きな目的であるわけでございま

すが、そういった目的はどの程度達成できる見込みな

のかという点についても伺いたいというふうに思いま

す。 

 次に、旧山形村という一つの自治体が直面し、対応

してきた地域の重要課題について、新市としてどのよ

うに対応を考えておられるのかという点であります。 

 まずは、郵政民営化に伴う陸中関郵便局の集配業務

の廃止についてでありますが、来年10月の民営化に向

けて３月５日から実施される予定でございます。公に

公表もなく、内部通達によって７カ月も前倒しで統廃

合が実施され、現在正職員６名、臨時パート５名、合

計11名の体制が窓口１、局長１の２人体制になる。地

域とともに歩んできた郵便局が収益性のみの判断に

よって統廃合される現実は、まさに過疎の地域のさら

なる衰退の危機を招かんとしているわけでございます

が、この問題についての市の対応はいかがなものか、

この点について伺いたいというふうに思います。 

 また、県立久慈高校山形校の存続についてでありま

す。山形校は、昭和23年、定時制高校として設置され

て以来、旧山形村唯一の高等教育機関として57年の歴

史を地域住民とともに歩み、多くの人材を育て、地域

の振興に貢献してまいりました。 

 平成16年１月、県の県立高校新整備計画後期マスタ

ープランが公表されて、山形校は平成20年、本校であ

る久慈高に統合される案が出されました。これを受け

て同年６月30日には、村では地域住民1,631名の署名

をもってその存続を岩手県知事、教育長あてに要望し

てきたわけでございます。 

 山形校は、多くの旧山形村民の方々や近隣市町村の

支援を受けながら今日に至っております。特色ある高

等学校としての後期計画に位置づけて、その存続を求

めているわけでございますが、教育の機会均等の確保、

保護者の負担に大きな影響を与えるばかりではなく、

統合することは地域の切り捨てにつながりかねないこ

とから、市当局には誠意を持って山形校存続のために

最大の努力を求めるものでありますが、いかがでしょ

うか。 

 路線バスの委託運行については、旧山形村川井－小

国間がＪＲの委託バスによって運行されております。

そのほかにも、市内には４路線が市民バスの運行がな

されているわけでございますが、いずれも利用率が下

降線をたどっているようであり、こうした委託バス事

業の今後の見通しとその対応についても伺いたいとい

うふうに思います。 

 次に、市政各般にわたってご質問を申し上げます。 
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 まず、防災対策についてでありますが、災害時の避

難場所への道路確保は現状で万全なのか。久慈川、長

内川にある堤防未設置区間の解消については、どのよ

うな計画で着工への準備が進められているのか。また

市民みずからが立ち上がって結成される自主防災組織

に対して、市は具体的にどのような協力体制が可能だ

と考えておられるのか、これらの点についても当局の

考えを伺います。 

 日本原燃のプルサーマル計画についてでありますが、

青森県六ヶ所村で行われたプルトニウムを抽出する民

間初の商業用再処理工場は、2007年８月の開業を目指

して、去る３月31日からアクティブ試験を再開したわ

けでありますが、計画の不透明さや住民の不安を解消

しないまま、原燃は放射性物質が大気や海に放出され

ることについて、その安全性には問題がないというこ

とで試運転に踏み切ったわけでございますが、再開以

来、短期間のうちにトラブルが多発して、いかに技術

が不完全であるかが暴露されてしまったわけでござい

ますが、原子力エネルギーは国のエネルギー政策全体

の問題であり、国には国民の理解が得られるよう、も

っと努力をする必要が当然あるわけでございますが、

この施設の近隣に位置する久慈市では、一連のこのト

ラブルの発生をどのようにとらえて、今後どのような

姿勢で対応していくのか伺いたいというふうに思いま

す。 

 次に、産業の振興についてでありますが、ことしの

日照不足による農作物の生育のおくれが心配されてい

るわけでございます。当局としてはどのような認識を

持っておられるのか。また近年はそれぞれの産業の振

興という限られた観点からの本格的な議論が数少ない

わけでございますが、産業の諸課題解決には、異業種

間の交流、協調、協業という視点が欠かせないものに

なっていて、現実にそういう方向に政策も議論のスタ

ンスも大きく転換しているわけでございますが、そう

いう現状の典型的な例として、日本短角種の振興につ

いて伺いたいと思います。 

 安全でヘルシーな食料として、幻の牛肉とさえ言わ

れる短角牛は、旧山形村の都市との交流のシンボルで

ございます。20年の歴史にわたって、村の都市との交

流はこの短角牛なしにしてはありえない事業でござい

ましたし、今話題になっている教育旅行や民泊事業も

長年にわたるこうした事業の継続の中から生まれてき

た産物でもございます。短角牛という、この稀有な存

在は、単に産業の振興というばかりでなく、交流とい

う未開の地を切り開いてきたものでございます。日本

の食文化にも一石を投じる貴重な役割も果たしており

ます。新市においては、こうした旧山形村の短角振興

の実績を踏まえながら、さらに今後どのような位置づ

けで短角の振興を図っていくのか、その具体策につい

てお伺いをしたいと思います。 

 また、農産物、海産物の地産地消が叫ばれて久しい

わけでございますが、新市における地産地消運動は、

この合併を契機にさらに意義深いものになっていくと

思われるわけでございますが、そうした面についての

当局の取り組み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。 

 次に、観光及び交流事業についてでございますが、

リニューアルオープンから２カ月、山根温泉の利用者

の反応はおおむねどのようなものであるのか。また先

日テレビで、風と森のがっこうという葛巻町の小学校

の廃屋を利用した番組を見たわけでございますが、久

慈東高校の建設に伴って、旧久慈水産高校の校舎もそ

の跡地利用が注目されているわけでございます。この

施設を観光の交流拠点として利用できないものか、そ

ういう声も市民の間からは聞こえてくるわけでござい

ますが、こうした市民の声についても知恵を絞ってい

ろいろな角度からその利活用について検討してみる必

要があるのではないでしょうか。 

 旧山形村から継承した教育旅行や民泊などの事業に

ついては、単に山形町の事業を継承すればいいという、

そういう消極的な発想ではなくして、旧久慈市にもす

ばらしい観光資源や特産資源があるわけですから、そ

れらとの融合によって、さらにすばらしい内容のプラ

ンが作成されるものだというふうに考えております。

観光は総合産業であるという観点から考えれば、単に

個々の事業として継続、発展させる手法だけでは、ど

うしても視野が狭くなりがちで、旧山形村のやり方に

追従するだけではなく、新市の誕生を契機に、海とま

ちと山との連携を柱とした新しいまちづくりの観光ビ

ジョンを具体的に、しかも早急に構築する必要がある

の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。 

 今や異業種間交流という言葉を越えてあらゆる産業

が連携をし、まちづくりに頑張るという時代を迎えて
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おりますが、それぞれの地域で中核となる施設の活用

や資源、特産品の開発は必要不可欠なものでございま

す。相互の交流、連携と協調もまた不可欠なものであ

りますが、しかしそれぞれの地域の協調もまた、それ

ぞれの地域で暮らす人々の幸せを考えるならば、新市

の発展はそうした信頼と協調に基づく交流、連携と同

時に、地域間競争という側面をなしにして語ることは

できません。旧久慈市を構築する７町村、山形村がプ

ラスした八つの地域が、それぞれにお互いをライバル

として競い合う、そういういい意味での地域間競争を

展開する必要があるものだというふうに思っておりま

すが、こうした点について当局はどのような考えをお

持ちでしょうか。 

 商工面では、森のトレー問題について、現在の訴訟

の状況及び国、県、組合などとのかかわりの現状につ

いて伺うとともに、ほかにも２点、物産館等街なか再

生核施設整備事業の進捗状況、並びに旧県立病院の跡

地の用地取得について今後の利用見通しについて、北

日本造船については、開業により市経済や雇用問題へ

の波及効果、さらには国の地域総合整備貸付事業によ

る貸付制度の導入の経緯について伺いたいというふう

に思います。 

 道路整備につきましては、国道及び主要地方道や市

道に関しては市長の所信表明でも触れられておりまし

た。今回の合併を契機に、旧市村の一体感を醸成する

には、財政効果、効率、あるいは緊急性を考慮するの

は当然のことでございますが、やはり市民の目に見え

る合併効果というものも必要であると思われるわけで

ございまして、そうした観点から国道281号の改良は

所信表明の言葉以上に強力に整備、促進を図っていた

だかなければなりませんし、旧市村の人的交流、地域

間の交流を活発にするためにも、山根と小国を結ぶ川

又橋場線は整備のスピード化を図り、早期に完成させ

る必要があるのではないでしょうか。 

 また、あわせて国道45号、宇部地内の歩道整備の進

捗状況と除雪の対策についてもこの際改めてお伺いを

したいというふうに思います。 

 山形地区の簡水事業については２点、荷軽部の簡水

施設の建設は具体的に計画年度を伺いたいと思います。

また山形地区のアスベスト管の敷設がえについては、

当局は過日の議会において早急に対応すると言明して

いるわけでございますが、対象となる施設名と総延長、

計画年次などの具体的な工事計画について伺いたいと

思います。 

 教育の振興については、まず児童・生徒の交通安全

対策及び防犯対策についてであります。単に交通事故

ばかりではなく、最近は人間であったり、車であった

りする不審者の目撃情報が多く寄せられており、秋田

の事件をみるまでもなく、万が一の事態が発生しない

とは決して言い切れない、今日の複雑な社会情勢でご

ざいます。教委におかれては、そうした児童・生徒の

安全確保のために、どのような現実的な取り組みが行

われているのか伺いたいと思います。 

 また、旧山形村の村誌編さんについては、完成は10

年後の予定で、今年度から外部から専門的知識を持っ

た人を招聘してその作業に当たるということでありま

す。しかし、古文書などの解読を進めながら、歴史や

史実に基づいた村誌の編さんは、これまで旧山形村が

20年にわたって取り組んできたわけでございますが、

今日に至っても全く完成のめどがたっていないのが現

実であります。学術的には価値があるかもしれないけ

れども、仮に10年たって難しい村誌ができあがったと

しても、山形の住民の皆さんは決して喜びはしないの

ではないでしょうか。それよりは合併の記念になる村

誌、これまでできあがっている村誌に加えて、農山村

の住民の暮らし、各種団体の画期的な活動、節目、節

目の村の変貌の様子などをイラストや写真を使って、

後世まで山形村がそこに存在した記録を残す、そうい

う村誌の編集の方向にスタンスを変えて、10年と言わ

ずに、二、三年のうちには早期に完成をみるべきだと

いうふうに思うわけでございますが、こうした点につ

いての教委の見解を伺いたいというふうに思います。 

 小規模化する学校現場、複式、あるいは複複式、そ

ういう教室も多く出てくる中で、自治体として個性的

な小学校教育を実践してきた旧山形村の教育関係者に

とっては、新久慈市の教育の指針とその理念は大いに

関心が持たれるところでございます。したがって、こ

れからの新しい久慈市の次の子供たちを育てるための

教育のあるべき姿とその教育の理念について、どのよ

うな所見をお持ちなのか、最後に単刀直入に教育長の

考えをお伺いして、本定例会における私の本質問を終

わらせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 大変失礼をいたしました。ただいまの私の質問の中
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で、通告順の質問でない部分がございました。山形校

の存続問題については、通告順がずっと後段の部分に

あったわけでございますが、私、地域の課題として最

初の部分で取り上げたわけでございますが、答弁をす

るにおかれましては、当局の方では通告順の答弁をお

願い申し上げたいと、このように思います。 

○議長（菊地文一君） 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、髙屋敷英則議員

のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、所信表明演述についてでありますが、当地

域における産業振興を初めとする地域の活性化を図る

ためには、新たな視点、新たな手法を用い、新たな魅

力を内外に発信すること、例えば県境を越えた広域連

携の拡大、強化や未利用資源の発掘、活用などが肝要

であると考えております。 

 一方、岩手県におきましては、本年３月、これから

の広域行政の圏域と地方振興局のあり方について、行

政指針の一つとして取りまとめたところであります。 

 その具体的な施策につきましては、市町村と協働し

ながら、今年度、地域振興ビジョンを策定するとして

おりますが、基本的な方向はおおむね一致していると

認識していることから、市からも積極的に提言するな

ど、県が設置いたしました県北・沿岸振興本部と連携

して、効果的な施策の展開に努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、合併問題についてお答えをいたします。 

 最初に、合併協議の合意事項についてでありますが、

合併に際しましては、重要な項目や各種事務事業の取

り扱いについて、２市村の事務レベルの協議を経て、

法定合併協議会や首長間で協議、決定をみたところで

あります。 

 合併後、３カ月を経過したところでありますが、現

在、合併協定項目24項目や事務事業調整1,306項目、

及び新市建設計画の反映、実行に鋭意努めているとこ

ろであります。 

 次に、旧山形村を対象とした地域コミュニティ振興

事業についてでありますが、本事業は、新市建設計画

において新市を構成する地域のそれぞれが持つ個性を

最大限に発揮し、活力ある地域社会を創出するために、

地域の個性の調和と融合により、新市がバランスよく

発展していくような地域づくりを推進するものである

と定めております。 

 実施に当たりましては、本計画に沿って町内会等、

各種団体が行うコミュニティ活動に対し、支援する考

えでありますが、山形町の区域で実施される事業につ

きましては、山形総合支所長の判断により支援するこ

ととしているところであります。 

 また、合併事務システムの改善についてであります

が、合併による新久慈市発足と同時に、財務会計事務

に旧市村のシステムと異なる新規のシステムを導入し

たところであります。合併に伴う組織、事務の改変及

び新システムへの対応などから、事務処理に若干時間

を要した部分が見受けられたところではありますが、

現在は改善されていると認識しているところでありま

す。 

 また、合併による行政コストの軽減についてであり

ますが、主なものは、２市村の組織が統合されたこと

による人件費の削減であります。議会の議員並びに首

長、助役、教育長及び各行政委員会の委員の減により

まして、年額で約6,000万円の減額となります。 

 また、一般職の職員につきましては、平成17年度か

ら平成22年度までに37人、率にいたしますと約8.8％

でございますが、これを削減する計画であり、年額で

約２億9,600万円の減額と見込んでおります。 

 次に、郵政民営化についてお答えをいたします。 

 関郵便局の集配業務についてでありますが、先ごろ

日本郵政公社東北支社から、現在関郵便局が担当して

いる地域の集配業務及び集金業務、これにつきまして

は、平成19年３月から陸中山形郵便局が担当する予定

であるとの説明があったところであります。 

 説明によりますと、郵便物の配達回数や郵便貯金等

の集金業務につきましては、これまでと同様に行うと

のことでありますが、郵便局が果たしてきた公共的、

社会的役割を再認識いただき、集配サービスの後退と

ならないよう、十分な対応を行うことについて強く要

請したところであります。 

 今後、配達計画等が順次示されるとのことでありま

すが、集配サービスの維持、向上を図るとともに、地

域住民への十分な説明を行うことなどについて、引き

続き要請してまいりたいと考えております。 

 次に、委託バスの運行についてでありますが、現在、

津内口線、川代線、侍浜線、山根・滝線、小国線の５

路線について、児童・生徒、高齢者等の足の確保のた
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め、路線バスの委託運行を行っているところでありま

す。しかしながらその現状は、マイカーの普及や少子

化の進行によるバス利用者の減少等、厳しい環境にあ

ります。今後の路線バス運行につきましては、新市の

バス交通のあり方を検討する委員会を設置し、その委

員会での議論を踏まえ、検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、防災対策についてお答えいたします。 

 まず、指定避難場所への道路の確保についてであり

ますが、津波浸水が予想される地区におきましては、

避難路は指定避難場所に移動するための経路であり、

市が指定し、また避難経路につきましては、民有地等

を含め、現況をもとに避難の効率化を最大限に生かす

ために、地区住民が設定する経路となっております。

したがって、避難路につきましては、現況を調査の上、

指定を行ってまいりますが、避難経路につきましては、

地域の皆様の主体的判断を基本とするものであります

ので、ご理解願います。 

 次に、久慈川、長内川の堤防未整備区間の早期着工

についてでありますが、このことにつきましては、こ

れまで継続して整備要望を行ってきたところでありま

す。 

 まず、長内川右岸の新街橋上下流の築堤につきまし

ては、測量設計等を平成17年度で完了し、今年度から

用地買収を進める予定であると久慈地方振興局土木部

から伺っているところであります。 

 また、久慈川の未整備堤防の築堤につきましても、

県に対し、重点事項として継続要望を行っているとこ

ろでありますが、久慈地方振興局土木部では、地権者

並びに地域住民の協力をいただきながら検討したいと

のことでありますので、今後とも早期に整備が図られ

るよう要望してまいりたいと考えております。 

 次に、自主防災組織に対する市の具体的な協力形態

についてでありますが、財政的支援として、結成補助

金交付制度を予定しているところであります。また活

動に対する支援として、各種訓練の指導やリーダーの

養成等、久慈消防署とタイアップを図りながら協力形

態の構築に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、日本原燃株式会社の原子燃料サイクル事業に

かかわる市の対応についてお答えをいたします。 

 市では、岩手県市長会を通じ、また久慈広域管内自

治体首長と連名でもって、去る５月２日に日本原燃株

式会社に対し、施設の安全対策、環境モニタリングの

充実、漁業関係者、住民及び消費者の安全安心の確保

などについて要請してきたところであります。また５

月19日には、岩手県知事に対し、漁業者や住民、消費

者の不安を解消すべく事業者や国の関係機関へ要望し

ていただくことをお願いしてまいったところであり、

さらには６月６日、国の機関に対しましても岩手県市

長会として直接提言したところであります。 

 今後とも、国及び事業者の動向等を見きわめながら、

安全安心の確保に向け、岩手県市長会等を通じて対応

してまいりたいと考えております。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 まず、農作物に対する日照不足についてであります

が、本年３月中旬以降の当地方の日照時間につきまし

ては、４月の第４週と５月の第２週において平年より

も少ないものの、それ以外においては平年を上回って

おり、水稲、ホウレンソウなど、当市の主要農作物に

ついては影響が出ていないと久慈農業改良普及セン

ターから伺っているところであります。 

 今後とも、冷害の発生のおそれが生じる場合には、

防災行政無線等を活用し、注意を喚起してまいりたい

と考えております。 

 次に、日本短角種振興の基本理念と振興策について

でありますが、短角牛は、本市の豊かな自然と風土に

マッチした夏山・冬里方式で飼養されているところで

あり、地域資源を活用した基幹産業として位置づけ、

確固たるブランド化を築くことを基本理念といたして

おります。 

 また、振興策についてでありますが、現在、いわて

くじ農業協同組合に、白樺平公共牧場の畜舎を無償貸

し付けし、増頭を目的とした50頭規模の繁殖センター

事業を実施いたしております。 

 今後は、さらなる増頭に向け、農家の育成、確保、

牛舎の整備等に対して支援し、振興を図ってまいりた

いと考えております。 

 次に、新山根温泉についてお答えをいたします。 

 新山根温泉は、一層の利用増進を図るため、利用者

のニーズも踏まえながら大規模改造工事に取り組んで

まいりましたが、本年４月29日に大浴場をリニューア

ルオープンし、５月25日にはすべての工事が竣工と

なったところであります。 

 大規模改造工事後の利用状況についてでありますが、
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５月期の大浴場の利用者数は１万3,143人であり、昨

年度同期と比較いたしまして3,254人、33％の増と

なっております。 

 利用者の評価は、利用状況等から判断すると好評で

あると認識をいたしておりますが、新山根温泉振興協

会が行っている利用者からのアンケート調査によりま

すと、43人のうち12人から露天ぶろが狭いとの意見が

寄せられていると伺っております。 

 次に、森のトレー問題についてお答えをいたします。 

 現在の訴訟の状況でありますが、これまで２回の口

頭弁論が実施されたところであります。現在、第３回

目の口頭弁論の実施に向け、原告、被告双方が争点整

理のための弁論準備手続が行われており、この準備手

続はこれまで８回実施されたところであります。なお、

原告においては、被告の債務不履行を明らかにするた

め準備書面を作成中と伺っております。 

 また、国、県、組合等とのかかわりの現状でありま

すが、補助金返還金につきましては、国は県に、県は

市に、それぞれ返還金納付の督促がなされており、市

におきましては、本年４月18日付で組合に対し、債権

確保のための返還金納付の督促を文書で行ったところ

であります。 

 今後も引き続き原告であるいわて森のトレー生産協

同組合及び県と連携を図り、勝訴によって返還金を回

収するための努力を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、商工・観光についてお答えをいたします。 

 まず、新市の観光ビジョンについてでありますが、

当市の立地条件、気象風土、道路交通事情等、さまざ

まな条件を踏まえた上で、地域内にあるすべての産業

を集約した総合産業として構築する必要があると認識

をいたしております。 

 市村合併により得た海、山、里といった観光資源を

生かし、さらには農林水産業、商工業など、さまざま

な業種及び近隣市町村との連携を強め、広域的な観光

振興に努めることが必要であり、このためには、二次

交通、連携商品、接客案内対応、広報宣伝といった迎

える体制の充実を関係団体等と一体となり構築してい

かなければならないものと考えております。 

 また、新市建設計画にも掲げておりますが、目的を

持って当市を訪れていただく体験型観光の推進、体験

型教育旅行等の誘致、各種イベントの充実など、交流

人口の拡大と地域の観光資源の特徴を生かした観光の

振興に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、物産館等街なか再生核施設整備計画の進捗状

況についてでありますが、この事業は、にぎわいと潤

いのある空間づくり、魅力ある商店街の再生などを目

的として、民間と行政が一体となって中心市街地の活

性化に取り組んでいるものであり、昨年12月に物産館

等核施設の事業主体となる株式会社街の駅・久慈が設

立され、推進母体が確立されたところであります。 

 同まちづくり会社の設立など、主体的に事業を推進

してきた物産館等街なか再生核施設整備推進委員会に

おきましては、昨年度基本設計を終え、今年度は国の

補助事業採択に向けて、実施設計並びにテナント構成、

運営方法、販売戦略等、具体の事業計画を詰めていく

予定と伺っております。 

 一方、市が担う観光交流センター等の整備について

でありますが、事業用地につきましては、全地権者か

ら同意を得ているところであり、国に申請しておりま

したまちづくり交付金は、本年５月に採択通知を受け

ているところであります。 

 なお、改正中心市街地活性化法の施行に伴い、新た

な中心市街地活性化基本計画の策定と同計画の国によ

る認定を要することとなりますことから、基本計画策

定に取り組むこととし、今議会に策定経費の予算を計

上しているところであります。 

 次に、旧県立久慈病院跡地の用地取得についてであ

りますが、岩手県医療局からは平成10年３月の現旭町

地内への県立病院の移転に先立って、平成５年の移転

先決定当時より市に対し、買い戻しの要請がなされて

いたところであります。 

 この要請を受けて、市内部におきましては、跡地利

用連絡会議並びに同検討委員会等により検討を重ね、

市の要望として無償譲渡、または県施設の設置を伝え

たところでありますが、受け入れられなかったという

ことであります。 

 その後、平成11年３月には平成13年度中をめどに買

い受けすることなどを内容とする覚書を交換したとこ

ろでありますが、価格面と財源から買い受け実現に至

らず、平成16年１月には同期限を平成17年度中とする

こととして覚書を更新し、その履行に向けて鋭意価格

交渉等を行ってきたところであります。 

 本年になりまして、売買価格の合意に達したところ
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であり、当市の意向に沿って、同覚書を更新する形で

新たに本年７月末を買い受け期限とする協定書を３月

２日付で締結したところであります。 

 また、今後の利用見通しにつきましては、平成11年

度策定の中心市街地活性化基本計画に基本的な方向を

定めているところであり、商業地域にはショッピング

や交流・観光機能によるにぎわいの空間を創出し、巽

山公園、小鳩公園、市民の森の中心に位置する同用地

を市民の憩いの空間として一体的に整備し、両空間の

リンクにより、にぎわいと潤いのあふれるまちを形成

することとしているところであります。 

 具体の整備内容につきましては、今後検討していく

こととなりますが、先ほど申し上げました基本方向に

沿って、現在推進している街なか再生施設整備と一体

化した久慈広域圏の中心商業ゾーンにふさわしい整備

をしてまいりたいと考えております。 

 次に、北日本造船についてお答えをいたします。 

 まず、市経済への波及効果についてでありますが、

雇用情勢が厳しい当市におきましては、50名以上の男

性の雇用が実現したほか、人口定住や資材調達により、

市内企業６社との取引が開始されるなど、地域経済の

活性化につながっているところであります。また鋼材

の移入や船殻ブロックの移出など、取扱貨物量の増加

により湾口防波堤など、久慈湾の整備促進につながる

ものと期待しているところであります。 

 次に、雇用状況についてでありますが、北日本造船

株式会社久慈工場には、北日本造船と関連会社３社が

入り、あわせて58名が新規に採用されたところであり

ます。 

 新規採用者の内訳は、北日本造船が18名、関連会社

の有限会社佐々木工業が23名、同じく有限会社信和工

業が10名、三上船舶工業株式会社が７名でございます。

58名中、久慈市民の採用は44名となっております。 

 次に、北日本造船への地域総合整備資金貸付の経緯

についてでありますが、誘致に当たり、建設資金の調

達が重要な要素となったところであり、中小企業金融

公庫や民間金融機関での協調融資、岩手県企業立地促

進貸付や地域総合整備資金貸付など、会社側で種々検

討される中、市といたしましては、貸付対象費用に係

る借入総額の20％以内で貸し付けできる地域総合整備

資金貸付、いわゆるふるさと融資の貸し付けを誘致に

際しての支援制度の一つとして位置づけ、取り組んで

きたところであり、また県には企業立地促進貸付制度

があることなどから、県と市、それぞれ役割分担を図

りながら進めてきたところであります。 

 次に、交流事業についてお答えをいたします。 

 まず、旧山形村から継承した教育旅行、民泊の市を

挙げての取り組み態勢についてお答えをいたします。 

 新市の発足に伴い、新たに交流促進担当を設置し、

県内を初め、首都圏の小中学校、高等学校を受け入れ

すべく、旅行業者等に営業、ＰＲしながら事業継続、

拡大実施しているところであります。 

 また、市民協働という観点から、市民の皆様にイン

ストラクターになっていただき、官民一体となって交

流人口の増大に取り組んでおり、民泊につきましては、

いわてやまがた民泊研究会を初め、山形地域市民の協

力を得ながら、受け入れ対応をしているところであり

ます。 

 今後も引き続き市民の皆様のご理解をいただき、受

け入れ態勢充実に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 次に、旧水産高校の観光・交流宿泊施設への活用に

ついてお答えをいたします。 

 旧久慈水産高校の活用につきましては、平成16年２

月に岩手県教育委員会から利用希望の照会があり、市

内部で検討いたしましたが、校舎の老朽化が進んでい

ることなどから、利用希望がなかったところでありま

す。観光・交流宿泊施設への転用につきましては、国

庫補助事業により校舎等を整備しており、財産の処分

制限があることから、活用は困難な状況にあると認識

をいたしております。 

 次に、山と海とまちとの連携による都市交流の展開

についてお答えをいたします。 

 旧久慈市、旧山形村の２市村の地域資源を活用して、

さらなる交流人口の拡大を図るため、新たな体験メ

ニューの掘り起こし、他地域とのメニューの差別化な

どを図り、特色あるプログラムを創設するとともに、

インストラクターの養成など、人材育成に努め、受け

入れ態勢の構築をしてまいりたいと考えております。 

 次に、道路整備についてお答えをいたします。 

 まず、国道281号並びに主要地方道の整備促進につ

いてでありますが、国道281号の整備は、幅員狭小、

急カーブ、急勾配の隘路区間解消、落石防止等の安全

確保を図るため、山形町下川井地区の道路改良工事を
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初め、落石防止工事、落橋防止工事を継続して実施す

るほか、平庭道路の環境影響評価の手続を進める予定

であると、久慈地方振興局土木部から伺っているとこ

ろであります。 

 また、主要地方道の整備促進につきましては、地域

の発展と生活に欠くことのできない重要な路線であり、

鋭意改良整備が進められておりますが、今後ともなお

一層の改良整備が図られるよう要望してまいります。 

 次に、市道川又橋場線についてでありますが、まず

進捗状況につきましては、現在、馬渡地区の改良舗装

工事を実施しているところであり、全体計画延長約

5,900メートルに対し、平成17年度末で完成延長約

3,090メートルで約52％、事業費ベースでは約59％の

進捗率となっております。 

 また、今後の見通しにつきましては、当該路線は山

形町小国地区にも通じる路線でもあり、引き続き事業

の進捗に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、国道45号宇部地区の歩道整備促進についてで

ありますが、全体計画は1,750メートルで、平成19年

度の完成をめどに整備が進められており、平成18年度

は宇部４号橋から南側200メートルの区間について工

事予定であると三陸国道事務所から伺っているところ

であります。 

 また、歩道整備後における除雪対応協議につきまし

ては、地元ボランティア団体の意向を踏まえて、三陸

国道事務所が取り組んでおりますボランティア・サ

ポート・プログラムでの実施を協議してまいりたいと

考えております。 

 次に、アスベスト管の敷設がえについてお答えをい

たします。 

 まず、山形町の石綿管の敷設状況でありますが、約

1,189メートルが敷設されている状況にあります。今

年度の工事予定でありますが、川井地区の一部につい

て敷設がえを行う予定で、現在測量調査設計を実施中

であります。 

 今後、経営状況を勘案しながら計画的に順次整備し

てまいりたいと考えております。 

 最後に、旧山形村の村誌編さんについてお答えをい

たします。 

 これまでは、旧山形村教育委員会において、昭和62

年村誌編さん委員会を設置し、事業を推進されてまい

りましたが、このたびの合併に伴う事務事業調整によ

り、ふるさと振興課に事務が移管されたところであり

ます。現在、その推進態勢として専門員の配置を検討

しているところであり、早期事業完了のため、当初事

業計画の見直しを図りたいと考えております。 

 また、その内容につきましては、自治の記録のほか、

産業の成り立ちや住民の生活など幅広い分野で郷土の

歴史書として広く親しまれ、愛読される書籍となるよ

う事業の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 以上で、政和会代表、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（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

〔教育長鹿糠芳夫君登壇〕 

○教育長（鹿糠芳夫君） 政和会代表、髙屋敷英則議

員のご質問にお答えいたします。 

 最初に、久慈高山形校の存続に向けた取り組みにつ

いてでありますが、ご承知のように、県教育委員会で

は、県立高等学校新整備計画後期計画を策定したとこ

ろであり、存続条件等において厳しいものがあると認

識しております。 

 しかしながら、質問者も指摘されましたように、山

形校は開学以来、57年もの長きにわたり、有為の人材

を育て、はかり知れない地域貢献がありました。旧山

形村では、村民を挙げて存続運動に取り組んできたと

ころでもあり、これらの経過を踏まえ、また合併協定

項目の中でも取り上げられておりますので、各種の機

会をとらえながら引き続き要望してまいります。 

 次に、児童・生徒の交通安全対策及び不審者等への

防犯対策についてでありますが、各小中学校におきま

しては、犯罪被害、交通事故、災害事故等の防止のた

め、子供自身が危険を予測し回避できるよう、子ども

110番の家や危険箇所を示した安全マップを作成した

ほか、各種安全指導や防犯教室を実施しております。

また地域との協働による地域ボランティアが、登下校

を見守る活動の輪を広げております。 

 さらに今年度は、地域ぐるみの学校安全体制整備推

進事業により、全小学校にスクールガードを配置して、

登下校時を中心に実践的な安全指導を展開することと

しております。これらのほか、スクールガード研修会

や教職員を対象とした各種防犯研修会を開催するとと

もに、学校、家庭、警察との協力、連絡体制を整備し

てまいります。 

 次に、小規模学校の対応についてでありますが、ご
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指摘のように、少子化の進行に伴い、児童・生徒数の

減少による複式学級等が増加し、学校の小規模化が進

むものと予測しております。したがって、今後におき

ましては、特にも少人数指導の充実に努めるとともに、

児童・生徒の教育環境の充実を第一に考えながら、関

係者の皆さんと意見を交わしていく必要があると考え

ております。 

 以上で、私からの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を許します。

26番髙屋敷英則君。 

○26番（髙屋敷英則君） それでは、時間が７分ほど

しかないようでございますが、２点についてご質問を

申し上げたいというふうに思います。 

 まず一つ目は、関郵便局の問題でございますが、こ

れは一言で言えば特定郵便局の統廃合という問題でご

ざいまして、久慈市には、この特定郵便局というもの

がまだまだ山根、宇部、侍浜、山形、あるわけでござ

いまして、今後、同じような統廃合ということでいろ

いろな危機を迎えるようなことがあろうかというふう

に思います。 

 したがって、そういう意味では、単に一郵便局の問

題ではなくて、今後の久慈市の大きな地域の課題にな

ると、大きな課題になるというふうに思っておりまし

て、６月30日に市長は国の方に道路関係で陳情がある

というふうに聞いておりますけれども、ぜひその際に

はこれら特定郵便局の現状のままでの存続ということ

について、総務省、公社の方にも陳情していただきた

いなと、このように思うわけでございますが、いかが

でしょうか。 

 それからもう１点は、山形校の存続についてであり

ますが、ただいま教育長の方から大変前向きな答弁を

いただきました。旧山形村では、本当に村長を初め、

議長を初め、村を挙げて取り組んできたことでござい

まして、この問題は一教育委員会の所管、所轄という

ような問題ではなくして、一つの自治体として取り組

んできたわけでございますので、この点については再

度同じような答弁になるかもしれませんけれども、市

長からの答弁をぜひいただきたいというふうに思いま

す。 

 ２点、お願いします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私に対して２点ご質問がござ

いました。関郵便局の今回の問題は、特定郵便局の統

廃合につながるおそれがあると、こういうご指摘であ

ります。 

 民営化されてから、さまざまな動きが見受けられる

わけでありますが、先ほど答弁申し上げましたとおり、

今回のものは集配業務等を陸中山形郵便局に担当させ

るというだけであるわけでありますけれども、お聞き

しますと、例えば新聞などの配達も行っておって、そ

れが昼ごろまでには、これまでは届いておったのが、

今回以降、あるいは夕方に届くような可能性もなきに

しもあらず、こういったことがサービスの低下につな

がらないのかと、こういった心配を私もいたしており

ます。 

 したがいまして、先ほども答弁申し上げたとおり、

サービスの低下につながらないような、そういった措

置を講じていただきたいということとあわせ、特定郵

便局等、現体制を維持できるようなことについて機会

をとらえて要請をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 また、山形校につきましても、先ほど教育長からご

答弁がありましたが、その同じ趣旨でもって私も考え

ております。県に対しましてもぜひ存続の方向でとい

うお願いを私からもいたしているところであります。

地域住民の皆さんと一体となった形で、何とか存続に

向けて努力を続けてまいりたいと考えておりますので

ご理解をお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 髙屋敷英則君。 

○26番（髙屋敷英則君） ただいまの答弁にひとつ確

認の意味でもお伺いしたいと思うんですが、今度の30

日に国の方に陳情に伺うということであわせて総務省、

公社の方にもお願いしたいと、陳情をお願いしたいと

いうような趣旨のご質問をしたわけでございますが、

その点に関する答弁がただいま聞かれなかったもので

ございますので、明確にお答えいただきたいと思いま

す。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 文書をお持ちしてお会いでき

ればいいんでありますが、相手のスケジュール等もあ

りましょうから、そのことを考慮した上で先ほど答弁

申し上げたつもりであったんですが、あらゆる機会と

いったことを申し上げました。この６月30日と特定し

た日に要請ができるかどうか、今の時点では不明であ
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ります。ただ、その実現に向けては努力してまいりた

いと考えております。 

○議長（菊地文一君） ６番小倉建一君。 

○６番（小倉建一君） 髙屋敷議員の質問に関連しま

して、何点か質問いたします。 

 まず、質問項目５番でありますが、防災対策に関連

してお伺いいたします。久慈川、長内川の堤防の未整

備区間の早期着工についての質問に、市長の答弁では、

継続して県に要望している、そして長内川につきまし

ては、平成17年度に測量調査を終了し、18年度、今年

度用地買収に入る、このようなことでありましたし、

久慈川につきましては、県の土木部では地区民の協力

が必要だと、このように思っていると、こういう答弁

をいただきました。このように県への継続重点要望で

もありますし、私もこの地区の水防対策は一刻も早く

すべきであると、このように思っております。長内地

区の水害状況につきましてはよく把握しておりません

でしたが、大川目地区の碁石地区になるかと思います

が、あの辺の堤防未整備地区につきましては、過去に

何回か床上浸水等の被害があったと、このように記憶

しております。この２地区の過去の被害状況について

確認させていただきたいと思いますが、最近の被害年

度、そして被害状況、また被害想定世帯数等について

も具体的数値でお知らせ願えればと、このように思い

ます。 

 次に、質問項目９番の森のトレー問題に関連してお

伺いします。現在の訴訟の状況では、２回の口頭弁論、

３回目の口頭弁論があるというようなことでございま

した。なかなか裁判も進まないなというような感想を

持つわけでありますが、今後この裁判がどのように進

み、原告、いわて森のトレー生産協同組合の訴訟に補

助参加し、応援団である当久慈市は具体的にどのよう

に応援しようとしているのかお伺いします。 

 また、あわせてこれまで県職員の併任発令があった

わけですが、現在どうなっているかについてもお伺い

いたします。 

 次に、旧県立久慈病院跡地の用地取得にかかわって

お伺いします。 

 答弁では、これまでの経過として平成５年から買い

戻し要求があり、県との交渉をずっと長くやってきた

ということでありました。当然早期解決が必要だった

わけでありますが、あまりにも簡単に価格面での合意

に至ったのではないかという市民の方もおります。現

在、市街地の地価は下がる一方でありますし、あの地

区は地すべり地帯ということで、高層ビル等は建設で

きないとも聞いております。この取得金額２億5,960

万円の設定根拠についてお示し願います。 

 次に、質問項目13番、国道281号の整備促進に関連

してお伺いします。 

 市長は、所信表明演述でも、県内90分構想に向けた

より高規格な道路として整備拡充と平庭道路の早期着

工を要望したいと述べております。県央との格差是正

のためにも、短時間での、あるいは短期間での整備促

進を関係市町村一丸となって強く要望していただきた

いと思っております。要望するに当たっては、当然よ

り具体的な要望が必要なわけであります。そこで、こ

の国道281号の90分構想について、新ルート等を含め

て山内市長の構想についてご披露願えればと思います。 

 この90分で現在の沼宮内を回っていくのは本当に可

能かどうかというと、これは大変な時間短縮でござい

ますので、当然新ルート等も考えなければならないと、

このように思っておりますので、もし市長の構想があ

ればご披露願えればと、このように思います。 

 次は、質問ではなく要望を述べさせていただきます

が、合併により大川目地区を通過する車両がふえたと

感じております。交通量の増加に伴い、大川目地区、

特にも大川目中学校付近から久慈渓流入り口までの間

の交通事故が心配であります。この区間は、交通事故

多発地帯とも言われておりますし、小中学校の通学路

でもあり、地区の方々は非常に心配しております。こ

れまでもあの森地区の道路整備計画もありまして…… 

○議長（菊地文一君） 小倉議員、要望はちょっと無

理だよ、今は。質問でしょう、関連質問。 

○６番（小倉建一君） 努力はされてきたわけですが、

いまだに着工に至っていないわけであります。市長の

言うこれまでの手法とは別の手法を使ってでも何とか

してほしい重要課題であります。 

 実は質問したいと思っておりましたが、この後の代

表質問にも、下斗米議員、清水議員、山口議員の方々

からも通告がありますので、お三方への前向きな答弁

を期待して私の質問は終わりたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） それでは、281号にかかわら
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ずでしょうか、90分構想についてどう考えているかと

いうことであります。 

 私は、やはり基本的には、281号の改良ということ

であろうと思っております。平庭地区のトンネル化、

この課題もありますし、あと葛巻町地内のバイパス建

設、さらには今、川口地区のバイパスが一部供用開始

となっておりますけれども、これの全面供用開始、さ

らには滝沢村分レ地区から茨島跨線橋、あそこが現在

２車線でございますけれども、これを４車線化してい

く、こういったこと、さらには盛岡市内の交通混雑緩

和、こういうことをやっていけば90分構想というもの

が比較的可能であるのかなと、こういうふうに思って

おります。いずれ私どもは281号の抜本改良といった

ところに全力をもって取り組んでいかなければならな

いというふうに思っております。 

 それから、旧県立久慈病院のことについては、根拠

等については担当部長から答弁させますが、あまりに

も簡単に合意したのではないかといったご指摘がある

と、こういったことでありますけれども、議員、経緯

についてはご承知のとおり、平成13年度までに市が買

うという約束をしながらずっと果たしてきていなかっ

た。この間鋭意協議を進めてきて、ようやくにして合

意に至ったということでありますので、ぜひそのご指

摘された方には、簡単に合意したのではないのだと、

こういうことについてご風声願えれば幸いであります。 

 残余の課題につきましては、担当部長等から答弁さ

せますので、ご理解願います。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 森のトレーにかかわ

りましてお答え申し上げます。 

 まず、１点目でございますけれども、市の具体的な

内容はどうなっているのかというふうなことでござい

ますけれども、県、組合、市、連携いたしまして、裁

判の勝訴に向けて連携をとりながら取り組んでいると

ころでございます。 

 二つ目でございますが、県職員の併任発令はどう

なっているかということでございますけれども、この

ことにつきましても今年度も引き続きお願いをし、連

携をとりながら取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 久慈川、長内川の過去

の被害状況、あるいは今後想定される被害状況という

ふうなことでのご質問でございますが、11年以降でご

ざいますが、久慈川につきましては床上浸水、床下浸

水、大沢地区でございますが15戸被害が発生してござ

います。 

 長内川につきましては、11年、12年で床上、床下、

それぞれ26戸の被害が出てございます。今後の被害予

測というふうなことでのご質問でございますが、降雨

状況等によりましても、一概に予測は困難であります

が、これまでの過去の水害による被害状況程度の被害

は想定されるものと、そのように推測してございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 県立病院跡地の２億

5,000万余の根拠についての質問でございますが、ま

ず根拠につきましては、不動産の鑑定によって定めた

金額ということでございます。不動産の鑑定に当たり

ましては、その資格を有する人がその不動産の所在す

る近隣地域の状況というものをまず把握をするわけで

ございます。交通条件であるとか、街路条件、自然的

条件、公法上の規制、供給処理施設等でございますが、

公法上の規制ということで先ほどの地すべり等の部分

は配慮されているところなわけでございます。 

 それから、もう１点でございますが、個別の不動産

の状況等の分析があるわけでございまして、これにつ

きましては地価の水準等を把握しておるわけでござい

まして、近傍の価格、取引事例等を参考にしながら、

お話のありました最近の地価の動向につきまして考慮

しながら設定をされていると、こういうものでござい

まして、私どもは妥当な金額であるというふうに考え

ているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） ６番小倉建一君。 

○６番（小倉建一君） 再度、森のトレー問題に関連

してお伺いしますが、いわて森のトレー生産協同組合

が今後勝訴した場合でありますが、組合では工場を再

開する予定で進めているのかどうかをお伺いしたいと

思います。また会計検査院からは、市の指導監督が十

分でなかったとの指摘も受けたところでございますし、

今後、市として再開等についてどのように指導してい

くのか、指導していこうとしているのか、お伺いした
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いと思います。 

 次でありますが、先ほど旧県立久慈病院跡地の用地

買収に関連してお伺いしましたが、いろいろ鑑定士等

が入ってやっているということであります。私は、こ

の約２億6,000万円という支出であるわけですが、こ

の支出に当たっては、やはり議員全員協議会等の場で

説明していただくような案件ではなかったのかなと、

このように思っております。そういう場を設けなかっ

たことについてお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 森のトレーの再開の

見込みと再開に向けた市の指導の考え方というふうな

ことでございます。 

 このことにつきましては、機械がふぐあいで現在裁

判をしているわけでございます。再開に向けてはかな

り多額の費用がかかるものと考えてございまして、こ

のことにつきましては、再開は考えられないものと、

そのように思っておりますので、ご了承願いたいと思

います。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 県立病院の用地取得

に当たって、この関係については全員協議会に該当す

る案件ではないかというお話でございますが、これは

これまでに平成９年の時点から長い経緯があるわけで

ございまして、その間に議会には説明を申し上げてき

たところでございます。 

 過去の経緯を申し上げますと、平成11年３月に覚書

を交わしまして、その後、平成16年１月、更新になっ

たわけでございますが、このときの覚書といいますの

は価格面での内容というふうなことでございます。昭

和46年に市が医療局に売却した価格を下限として、そ

してその後、地価の路線価等の動向を踏まえて計算し

た不動産の鑑定を上限にするというふうなことでの価

格面での部分でございましたので、全員協議会の部分

には当たらないものとして判断をし、ご提案をさせて

いただきましたので、ご了承をお願い申し上げたいと

思います。 

○議長（菊地文一君） ７番中沢卓男君。 

○７番（中沢卓男君） 私から髙屋敷議員の質問に関

連いたしまして、何点か質問させていただきます。 

 質問に先立ちまして、５月27日、インドネシア、

ジャワ島で発生した大地震についてでありますが、こ

の地震による被害は、６月３日、新聞報道によります

と死亡者6,234人、負傷者約４万6,000人となっており、

その後も被害は拡大しており、被害の大きさを痛感し

ております。ここに、震災による犠牲者の方に心より

追悼の意を表しますとともに、被害者の方々に心から

お見舞いを申し上げます。 

 それでは、防災対策についてお伺いいたします。 

 湊地区では、消防防災課の指導を受けまして、久慈

市最初の自主防災連合会の組織が設立されました。市

民の連帯化ができ、災害時には被害を最小限にできる

ものと期待しております。また市民の一人としてとて

も喜んでおります。 

 そこで、組織が設立されたことにより、避難路の充

実を市民の皆さんは大変期待されているわけですが、

その辺のお考えをお伺いいたしたいと思います。また

その反面、組織の中の救助班、または避難誘導班の

方々に負担や責任がかかるのではないかと心配してい

る市民の方もおられるわけですけれども、その辺の負

担のかからないようなご指導といいますか、ないもの

かお伺いいたします。 

 次に、生徒・児童の交通安全対策及び不審者への防

災対策についてお伺いいたします。 

 ５月17日、秋田県藤里町で起きた男児殺害事件等、

児童が事件に巻き込まれる事件が多数報道されており

ます。そのような中で、５月23日、山梨県南アルプス

市の小学校で防犯ブザーを携帯させ学校で指導を行っ

た日に、偶然にも連れ去られそうになった小学生女児

は、とっさの判断でブザーを鳴らしたことにより、未

遂に終わった事件もありました。この他にも、防犯ブ

ザーを携帯していたことにより未遂に終わった事件が

幾つかあります。 

 文部科学省の調べでは、平成16年３月31日現在、岩

手県の835校のうち、26.9％に当たる225校にブザーを

貸し付け、または配布されているとなっているようで

すが、そこで当久慈市では、不審者が出たときの対策

といたしまして、児童に防犯ブザーの貸し付けや、ま

たは配布等の考えはないか、お伺いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 自主防災組織のご質

問にお答えをいたします。 



－118－ 

 まず、避難路を設置することを住民の方々が期待さ

れているということでございますけれども、避難路に

つきましては避難経路といいますか、正確に申し上げ

ますと避難経路、地域の地区にお住まいの住民の方々

が実際に、現実にどう避難されれば災害を軽減できる、

あるいは防ぐことができるのかといったことを前提に、

皆様方からまず話し合って決めていただくということ

が大事だということで取り組んでいるものであります。

したがいまして、その前提として自主防災組織、そう

いうものがぜひ必要になってくるという背景がござい

ます。 

 それで、今後、住民の方々からの状況を伺いながら

避難経路を指定していくと、自主的に指定していくと

いうようなことになります。それについては一緒に

なって考えていきたいと思っております。 

 それから、今回の自主防災組織の組織化によって負

担、責任、そういうものが大きくなるのではないかと

いうご心配でございますけれども、もちろん自分の避

難だけでなく対応しなければならないということにな

ります。しかしながら、災害発生時には道路が寸断し

たりということもありますから、どうしても消防関係

とか、そういったところだけで対応できない、そうい

うときに、さらにまた自分や家族だけでもどうにもな

らない、そういうときのために隣近所の人たちが集

まって互いに協力し合いながら初動時の防災活動に組

織的に取り組む、それがねらいでございます。 

 その責任につきましては、お互いに話し合い、事前

にいろいろと協議をしながら、どうすれば例えば災害

弱者、そういう方々を避難誘導できるのか、そういっ

たことを現実、実際に話し合うということが必要なわ

けでございますので、その負担軽減につきましても考

え合わせながら進めていきたいと、いくべきだと、こ

のように考えております。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 不審者対策の関係でござ

いますけれども、教育委員会といたしましては、現在

不審者対策等につきましては、地域のパトロール関係、

それからスクールガード、スクールガードリーダー、

それから子ども110番の家等を順次整備してまいりた

い、このように考えております。また、ご提言のあり

ました防災ブザー関係、ホイッスル、鈴、これらの整

備についても各学校それぞれ対応しておりますので、

それらを考え合わせ、総合的に今後対応してまいりた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） ７番中沢卓男君。 

○７番（中沢卓男君） 防犯ブザーの件ですけれども、

学校では鈴なんかを持たせているというご答弁がござ

いましたけれども、市としては防犯ブザーの貸し付け

とか配布とかの考えはこれからあるかないかをお伺い

いたしたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 防犯ブザーそのものにつ

きましては、これら子供を守るという環境整備の中で

総合的に検討してまいりたいと、こういうことでござ

いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 16番桑田鉄男君。 

○16番（桑田鉄男君） 髙屋敷議員の質問に関連しま

して何点か質問させていただきます。 

 ３番の郵政民営化についてでございます。登壇者も

いろいろお話ししておりました。来年10月の民営化に

先駆けまして、関郵便局の集配業務が３月で廃止にな

る。これは山形村、山形郵便局の受け持ちになるとい

うことだろうと思うわけですが、民営化にかかわりま

しては、いわゆる過疎地のサービスの低下等が懸念さ

れたわけでございます。そのサービスは低下させない

というのが郵政民営化に当たっての一つの国なり郵政

省が示したことだったろうと思います。そのことから

すれば甚だ遺憾であると、私もそのように感じており

ます。郵便局といいますのは、いろいろ集配業務なり、

集金業務なりだけでなく、例えば過疎地等にありまし

ては、ひとり暮らしの老人の世帯に行きましたら声が

けをするとか、いわゆる自治体と協定を結んで道路等

の点検といいますか、異常があった場合は自治体に通

報する、そのような協定等も結んでいるわけでござい

ます。そういうことからすれば、この関地区の方々に

対するサービスの低下になるものと思ってございます。 

 私もこれまでも仕事の関係から、いろいろな集配区

の組みかえとか、集配の統廃合等についても経験をし

てきましたが、いずれもサービスの低下になることは

間違いない事実でございます。郵便局長会とか、いろ

いろな団体等もございます。その辺とも連携をしなが

らぜひともこれは撤回できるものであれば撤回される
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ように、そして今後このことが拡大しないようにすべ

きと思いますが、再度、考えをお伺いいたします。 

 次に、委託バスの運行についてでございます。 

 新しい市の委員会で検討されるということでござい

ます。いろいろ担当部課でもご努力はされているよう

でございます。乗車率の関係でございます。なんで乗

車率が低いのか、そのこともこの委員会の中でいろい

ろ検討すべき課題であると、そのように思ってござい

ます。というのは、私どもの地域、北限閣から侍浜の

駅まで運行していただいているわけでございますが、

乗り継ぎの関係もかなり乗車率の低下という部分につ

いてはあるのではないかなと、そのように思っており

ます。このことについてお考えをお伺いしたいと思い

ます。 

 それから、６番の日本原燃の関係でございます。こ

れは久慈での説明会、宮古での説明会があったわけで

ございますが、その中でも出されたのは、日本原燃側

では安全であると、常にそういう話でございました。

ただ、漁業者等の方々からのお話でございますと、そ

うでなくても今は漁業、水産業をめぐる状況、大変厳

しい状況なわけでございます。その中でも風評被害、

市長もそのことはマスコミに話したということで出て

いましたが、それが大変恐れている問題でございます。

そのこと等を取り除くためにも、ぜひともさらなる要

望活動等を展開していくべきだと思いますが、再度、

市長のお考えをお伺いいたします。 

 それから、10番目の観光の関係でございます。 

 実は、昭和50年代後半のある著書といいますか、見

ましたら、久慈市では久慈湾総合開発と並行して隣接

する山形村の平庭高原や体験型観光として市内の小久

慈焼、久慈琥珀などを取り入れた生きがい広域観光ル

ートの設定を急いでいるという記述がございました。

今、山形村と合併したわけでございます。まさにこの

ことが現実的に実施できるといいますか、実態として

このことが取り組めるのではないかなと、そのように

思ってございます。平庭なり、これは久慈渓流なり、

長内渓流と久慈海岸をつなぐ観光ルートの設定等をや

はり急ぐべきだろうと私は考えております。2007年、

いわゆる団塊の世代の大量退職等を控えまして、いろ

いろなところで観光客の誘致等に取り組んでいるわけ

でございます。当市としましての観光振興についての

考えを再度お伺いしたいと思います。 

 児童・生徒の交通安全対策、不審者等の防犯対策で

ございます。これは登壇者、今、中沢議員からも質問

がございました。先日来、防災行政無線でも「児童・

生徒の登下校の時間です。子供は地域で守りましょ

う」というような感じの放送があるわけでございます。

これは大変結構なことだなと思っております。いずれ

にしろ、いろいろな自治体でこの問題についてはいろ

いろ取り組みをしているようでございます。できれば

教育委員会としましても、今般合併によりまして、い

わゆる範囲は広くなったわけでございますが、何か共

通した取り組みといいますか、そういうものを考える

べきではないかなと、そのように考えておりますが、

考えをお伺いいたします。 

 その次の小規模校の問題、先ほど教育長の答弁では、

これは今後も小規模化は予測される、少人数指導のこ

とについて考える一番は教育環境の改善だというよう

な答弁がございました。いわゆる学校の問題につきま

しては、私どもとしましても、なかなかどうしろ、こ

うしろというのは言いづらい状況にございます。です

が、ある父兄の方々からは、今のままの状況では子供

にとってよくないと、そういうふうな話もされてござ

います。今後、いわゆる少子化が進んで小規模校が多

くなる中での学校のあり方といいますか、そのことに

ついて教育委員会の考えをお尋ねいたしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 山内久慈市長。 

○市長（山内隆文君） 何点かお尋ねがありましたが、

私からは関郵便局の関係と日本原燃の関係についてお

答えをいたします。 

 まず、先ほど申し上げたとおりでありますが、特定

郵便局の統廃合につながるような動きにならないよう

に私どもはそのことをまず念頭において行動していか

なければならない、こう思っているところであります。

そうした中、今回の関郵便局の関係は集配業務を行わ

ないと、こういうことではあるわけでありますが、し

からば、関地区にお住まいの方々が郵便ポストに投函

をした、それをさせないということではなくて、陸中

山形局の方から人が来て集めていくということであり

ます。 

 今度は配達の場合、不在の場合に、普通であれば、

これまでは関郵便局に取りに行けばよかった。これは
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今後陸中山形局に取りに行かなければならないが、し

かし一方、時間等を指定していただければ山形局にと

どめられておいたものをさらにもう一度配達をすると、

こういった仕組みのようであります。 

 あとは郵便貯金などの窓口業務については従前どお

り同様に行うと、こういったことでございます。 

 しかし、もう一度申し上げますと、こういった動き

が統廃合そのものにつながっていかないように、私ど

もは行動していかなければならないと、こういうふう

に考えております。 

 それから、日本原燃のことについてでありますが、

私が最も恐れますのは風評被害でございます。さまざ

まなエネルギー政策、国の施策として展開をされてい

るわけでありますけれども、私どもは大変に便利な世

の中に住んでいると同時に、大きな危険とも隣り合わ

せの生活も行っていると。例えば身近なところでいい

ますと、交通事故が多発しているわけでありますが、

私どもは自動車の利便性をいわば受忍をしている。そ

してその上で危険性も受忍をしている、そういった社

会生活を営んでいるものだろうと、このように思って

おります。 

 国全体のエネルギーがどうあるべきかは、これはま

さに国、国会において議論されるべきことであります

けれども、いずれ私どもは原子力政策の恩恵も受けて

いるし、同時に身近なところでの危険性というものを

感じながら、どこで受忍をしていくのかという判断を

常に迫られているものと、このように思っております。 

 今回の事故多発はまことに残念なことであります。

ただ一方では、事故が起きたとしても、それが外に漏

れない二重、三重の保安対策を講じていると、このよ

うな言い方を彼らはするわけであります。本来、漏れ

てはいけないのでありますけれども、万が一漏れた場

合にはこういった保安対策を講じております。した

がって私どもは、そのどの時点で受忍をしていくのか

と、こういったことはまさに一人一人の判断といった

ものが大切になってくるだろうと、このように思って

おります。 

 私どもは、先ほど申し上げたとおり、日本原燃、あ

るいは国が安全ですと言うのであれば、その安全な状

況を我々が常に知ることができるような、そういった

仕組みをつくっていただきたい、こういった趣旨で

もって要請をしているところであります。このことに

ついてはご理解を賜りますようお願いをいたします。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 委託バスについての

ご質問にお答えをいたします。 

 現在の乗車率の減少の原因について検討委員会で検

討してはどうかということでありますが、もちろんこ

のバス交通検討委員会の設置は、この目的であります

が、公共交通のあり方についてスクールバスや患者輸

送バス等を総合的に見直しをするということをその目

的としておりますので、そこの原因というものは把握

しなければ解決できないと思いますので、当然乗り継

ぎの問題の原因といったこともあろうかと思いますが、

そういったことも含めて検討してまいりたいと思って

おります。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 観光についての質問

にお答えを申し上げたいと思います。 

 私どもが住んでおります地域は、非常に面積が広大

なわけでございまして、この中に観光ポイントという

ものが点在をしている実情にあるわけでございます。

こういった点と点を結んで線にして、さらにその線を

面的な広がりのある観光にしていくというのは私ども

のこれまでの課題でございまして、いろいろな取り組

みをしてきたところでございます。幸いにも平成15年

に久慈地区の広域観光協議会が立ち上げになりまして、

いろいろな形でのこういった観光ルートの設定、それ

から体験型観光の中身を加えながら誘客に努めている

ところでございます。この辺の関係につきまして、さ

らにルートの設定等に努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、私の方からは、

最初に児童・生徒の安全の問題でございますが、質問

者は統一的な取り組みが必要でないかということです

が、まさにそのとおりでございまして、現在は各学校

ごとに安全マップをつくりまして、この徹底を図って

おります。またこれに基づいて各学校で工夫を凝らし

ながらさまざまな取り組みをしているわけでございま

すが、先ほどの質問者にもありましたように、例えば

防犯ブザーとか、提言等があります。これを学校長な

り保護者と十分協議しながらどういったことが有効か、

あるいは効果的かということを十分考えながら、これ
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からも強めていきたいと、そのように考えております。 

 それから次に、少人数の問題でございますが、これ

につきましては、最初の答弁でも申し上げましたよう

に、今後、少子化の問題から、さらに児童・生徒の減

が進みます。現在私どもがここ５年間ぐらいで、例え

ば小学校では７％以上、中学校でも４％以上の児童生

徒が減っているという状況にあるわけですが、ただし

この少人数の場合に、またいい点もあるわけでござい

ます。 

 私どもは当面対策として、例えば少人数学級の場合

に、一人一人の細やかな対応ができるですとか、ある

いは基礎、基本の定着がやはり大規模校よりも進む傾

向にある、進んでいるというふうなこともありますし、

問題行動についても少ないという点もあります。それ

から落ち着いた雰囲気の中で授業ができると、そう

いったいい点もあるわけですが、一方で、いわば切磋

琢磨とか、中学校であればクラブ活動とか、さまざま

なそういった問題がありますし、やはり集団的な指導

とか、こういったことは強化していかなければならな

いというふうに考えております。これについては、旧

山形村では先進的に取り組んでおりまして、集団的な

授業とか、各校の交流とか盛んにやっておりますので、

これは旧久慈市では学ぶべき点であるというふうに考

えております。 

 ただ、将来的には、合併協議の際にも検討されてお

りますように、当面現行のとおりとしますが、やはり

子供たちの教育の環境のあり方については今後検討す

るということになっておりますので、これらについて

子供たちの教育環境がどうあればいいか、これは教育

委員会として将来を見据えて取り組んでいかなければ

ならないと、そのように考えているところでございま

す。 

 以上であります。 

○議長（菊地文一君） 16番桑田鉄男君。 

○16番（桑田鉄男君） 郵政民営化について、先ほど

市長の答弁、郵政公社側のような答弁もちょっとあっ

たなと、そのような感じもしたわけでございます。 

 いわゆる不在留置等の場合はもちろん行けばいただ

けるわけでございますし、時間を指定すれば配達もし

ていただける、それはそのようなことになっているよ

うでございます。 

 ただ、集配局から未集配になれば、いわゆる土曜日

の窓口とか、その辺はなくなるはずです。そうなれば、

郵便局というのは先ほど学校のところでもお話をしま

したが、いわゆる過疎地の郵便局等にあっては地域の

一つのコミュニティの場にもなってございます。そう

いうことからすれば、いきなり二人局になって窓口も

土日はあかない、そういうふうな状況になれば、地域

にとって一つのコミュニティの場がなくなる、そうい

うふうな状況にもなるわけでございます。その辺のと

ころもいろいろお考えいただきながら今後関係団体等

とも先ほども申し上げましたが、協議していろいろ要

望等をすべきと思いますが、再度、この１点だけに絞

りましてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 先ほど申し上げたとおりの実

態になるということであります。ただ何度も申し上げ

ましたとおり、私どもはサービスそのものが低下しな

いように強く要請をしているところでございまして、

決して公社寄りのお話をしていることではございませ

ん。気持ちは一緒でございますので、その点はご理解

をいただきたい。また同時に、本質問者でありました

髙屋敷議員さんにもお答えしたとおり、日時、このこ

とについてはまだ明言ができないわけでありますけれ

ども、機会をとらえて要望、要請をしてまいりたいと、

このようにお答えをしておりますので、ご理解を賜り

ますようお願いをいたします。 

○議長（菊地文一君） 24番大沢俊光君。 

○24番（大沢俊光君） 髙屋敷議員の質問に関連いた

しまして、何点かお尋ねしたいと思います。 

 与えられた時間が20分でございますので、今までの

発言者と重複しない項目に絞ってお尋ねしたいと思い

ます。 

 最初は、１番、市長の所信表明演述の項目のところ

でございますが、方針をお聞きにならない市民もある

わけなんで、要旨についてはちょっと市長の考え方が

述べられたことを述べてみたいと思うんでありますが、

初代の市長として所信の要旨に、これまで両市村がは

ぐくんできたよき伝統文化、風土を融合させることに

より新たな視点による施策の展開、さらに拡大できる

可能性が高まったと、大きな飛躍の好機であると、こ

ういう力強い考え方を示され、なおかつ18年度の市政

運営についての５項目について述べられました。 

 その５項目というのは、１番目は、協働のまちづく



－122－ 

り、２番目は、産業振興と雇用の場の創出確保、３点

目が子育て支援・高齢者支援、４点目が、内外の交流

促進、５点目として安全・安心、人輝き活力みなぎる

まちの構築を目指し、生活・生産の両面にわたる基盤

の整備に努めると、こういうことで大変新市のスター

トとしてふさわしい力強い方向づけが示された、こう

いうふうに思うわけであります。思うわけであります

けれども、そんな中で市民を代表してその内容につい

てチェック、審議する立場にある審議権者とすれば、

幾つかその辺の考え方を掘り下げてお尋ねをしなけれ

ばなりません。 

 これとあわせて、実は岩手県ではこれまでの広域生

活圏から産業振興の推進を中心とした四つの広域振興

圏に再編してスタートを切ったと。なおかつ地方の振

興局についてもそれぞれ再編されるという方針が示さ

れ、幸いにもこの地方は住民、市民の、県民の声が反

映された形の中で、県では県北・沿岸振興本部を設置

して県土の均衡ある発展を図る態勢が示されたわけで

ありますけれども、ここでいう市長の答弁にもござい

ましたが、五つ挙げられた中でも当地は産業振興と雇

用の場というものが大変重要な喫緊の課題であるわけ

でありますが、振興局といいますか、振興本部を設置

した県との、これまでもやってきたわけですけれども、

連携、協働を、この県の設置した本部を好機にとらえ

て連携した施策が必要かと思うんでありますけれども、

さらに掘り下げた市の考え方についてまずお尋ねした

いと。 

 それから、２点目は、合併問題と表現していますが、

私は問題というふうにはとらえておりませんけれども、

登壇者が心配したお尋ね、あるいは後の登壇者にもた

くさんそういう内容がございますので、ここの項目に

ついてお尋ねしたいわけでございますが、これまで先

人、先輩たちの積み上げた歴史の重みと行政歴の変遷

を顧みながら、新生久慈市誕生に立ち会えた喜びとと

もに、責任の重大さを重く受けとめておるものでござ

います。 

 そこで、ここに項目を登壇者が４項目出しておりま

すけれども、基本的には、スタンスとして、まず合併

後、新市における基本方針、将来像、基幹事業、施策

の展望については、合併協定書、あるいは新市建設計

画、事務事業の調整の確認事項等、これらを着実に実

行する、あるいはまた詳細な内容、システム等、懇切

丁寧な説明責任を果たす努力が必要だと、こう思うわ

けでありますけれども、基本的な姿勢についてお尋ね

をしたいと思います。 

 それから、10番目の商工・観光のところでございま

すが、これも観光ビジョンと物産館、当久慈市の大変

これも喫緊な課題、いわゆる久慈市の中心部が衰退し

ていくということで、それぞれ心配をし、私も議員に

なって16年目でございますが、それぞれ当初から心配

をし、いろいろな政策提言もしながらやってきたとこ

ろでございますけれども、いよいよ再生事業としての

核施設が方向づけられて、基本設計が終えられたとい

うことでまず一安心はしておりますけれども、さらに

県立病院の跡地を取得して方向づけが示されようとし

ておるわけでございますけれども、市長が掲げる協働

のまちづくりの中では、やはり事業当事者だけでなく、

協働という趣旨のもとからいきますと、関係する連な

っておる既存の商店街、あるいは住民がこぞって地域

コミュニティ、にぎわいづくり創出のためのいろいろ

なアイデアを出し合って方向づけをする必要があろう

かと思うんでありますけれども、その考え方について

お尋ねをしたいと思います。 

 それから、13番の道路整備のところでありますが、

ローカルな部分で、私は宇部町出身なものですから、

地元のことについてもお尋ねしたいと思いますが、久

慈市内でも、あるいは広域圏の中でもこの国道45号は

恐らく一番交通量が多いのではないかなというふうに

思っております。それがゆえに事故も多発するわけで

あります。そういうことで、ご当地の宇部町内に歩道

が整備されておりますけれども、平成19年に完成され

ると、こういうことで方向は示されましたが、地元と

すれば、完成した分では想像以上に効果の出ている分

は歩道で、国道と市道との接続によって見通しがよく

なったことであります。こういうことで、歩く人たち

の安全もありますけれども、出入りする安全もかなり

明確になってきたということで、反対側、もう一方の

側についても進めてほしいという考え方を地元で持っ

ておるわけですけれども、この辺の考え方についてお

尋ねをしたい。 

 それから、できた部分の除雪のことは、地元のボラ

ンティアが除雪をやりたいというふうな話の中で取り

次ぎをしていただいておりますけれども、同僚の澤里

議員からまだ未完成の部分等々があって、いろいろ手



－123－ 

法について問題があるというような話もいただきまし

たけれども、除雪に対する協議されている機関と市の

考え方についてお尋ねしたい。 

 まず以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 何点かお尋ねがありました。

私からは、県北・沿岸振興にかかわって県のかかわり、

このことについてお答えをさせていただきます。また、

説明責任を果たす努力をすべきであると、こういった

ご指摘もございました。この点につきましてもお答え

をいたします。 

 まず、県北・沿岸振興本部とのかかわりであります

けれども、県議会の議論の中で、これらの本部が立ち

上がっていったという経緯だと私は承知をいたしてお

ります。そうした中、この県北・沿岸振興本部が立ち

上がった際に、直ちに市として提言をさせていただき

ました。と申し上げますのは、県議会の議論の中でこ

の本部が設置されていったということで、実は詳細な

中身についてはまだこれからという時点であったわけ

であります。そういった機をとらえて直ちに当市の課

題等について取りまとめをし、第一弾、第二弾と続け

て提言をさせていただきました。そのことが先ほど本

質問の答弁でお答えしましたとおり、基本方向は一致

しているのだから、こちらからも積極的に提言をして、

同じスタンスでいいものをつくり上げていこうと、こ

ういった趣旨でございました。 

 第一弾とすれば、雇用の場の創出確保、産業振興と

いったところでございます。第二弾については、産業

振興の中でも特に農林水産業、このことについては私、

海業、山業、里業と言いかえているわけでありますが、

そういった第１次産業分野を含めて、あるいは観光分

野を含めての振興策を提言させていただいたというこ

とでございます。この提言がどれほどに実現化されて

まいりますか、まさに市議会の皆さんと一体となって

県に要請を続けてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 それから、説明責任、これをしっかりと果たすべき

であるということであります。ご指摘のとおりであり

ます。これまでも市長室開放であるとか、それから地

区懇談会開催をしてきているわけでありますが、新市

においてもこれらを継続実施してまいりたいというふ

うに思っております。 

 また、合併に伴って市民の方々がこの合併、あるい

は事務事業等々についてどのように判断、受けとめて

おられるのか、意向把握をしてまいりたいというふう

にも考えております。アンケート実施等々も予定をし

ております。そういった中で、情報の共有化、双方向

性ということに努めながら取り組みを進めてまいりた

いと考えております。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 国道45号の現在整備さ

れています反対側の整備の見通し、あるいは除雪にか

かわっての機関との協議というふうなご質問でござい

ますが、現在南側に向かって、久慈から行って宮古の

方に行って左側を歩道整備してございますが、反対側

につきましても三陸国道事務所では優先度の高い箇所

から順次整備を進めているというふうなことでござい

まして、宇部地区の左側の歩道につきましても管内全

体の優先度等を見きわめながら検討したいというふう

に伺ってございますし、我々としても早期に整備が図

られるように国の方にお願いしてまいりたいと、かよ

うに考えてございます。 

 それから、除雪機械の借り上げでございますが、現

在侍浜地区、あるいは長内地区で国の方から除雪機械

を貸与されまして除雪をしているわけでございますが、

現在歩道整備が進められております宇部地区につきま

しても内々三陸国道事務所の方と協議を進めてござい

ます。なるべく早期に対応が図られるよう、これから

も詰めてまいりたいと存じますので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 中心市街地の活性化

についてお答えを申し上げたいと思います。 

 ただいま議員から指摘のありました点につきまして

は、この事業を推進していくための最大のポイントだ

というふうに思っているところでございます。私ども、

当市だけではなくて、そこに住む商店の皆さん、それ

から商店街の方々の意欲というものがなければ、この

事業の目的は達成されないということになるわけでご

ざいます。 

 そこで、今回中心市街地活性化法が７年ぶりで改正

になったわけでございまして、今般の改正のところが

まさに今の点が最重要の課題となるものでございます。

これから市が改めて基本計画を策定していくわけでご
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ざいますが、その際に中心市街地活性化協議会という

組織の立ち上げが必要になってまいりまして、そこの

ところには商工会議所のみならず、新たにまちの再生

のための基盤整備にかかわる方々、それから商店街の

方々、商店の方々、それから新たにまちの開発、そう

いった方々の参画もいただいて計画をつくり上げてい

くというふうなことになっておりますので、その辺の

ところをさらに精査しながら事業の推進に努めてまい

りたいと、このように思っているところでございます。 

○議長（菊地文一君） 24番大沢俊光君。 

○24番（大沢俊光君） ５分ありますので、ちょっと

確認したい部分についてお尋ねします。 

 まず、１番のところの県との協働なり考え方につい

ては、市長がしっかりした方向づけをもって対処して

くれるということで安心していますが、いずれ全部の

部分にかかわるわけですが、いい例は、久慈市と県が

協働した最大のいい例は、北日本造船を協働というん

でしょうか、連携というんでしょうか、働きかけたこ

とによる海を持つ久慈市としての産業にふさわしいも

のが形になっていると、こういうふうなすばらしい先

例を市長が敷いてくれたわけですが、各事業分野につ

いてもこういうふうな振興局がただ単に残って今まで

の延長だとか、あるいは予算的な確保ができないので

ソフトの面についての協議ということでなしに、県土

の均衡ある発展の中の久慈市の位置づけの中での連携

ということがすべてに必要な政策だと考えますので、

その点の考え方をもう一度お尋ねしたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 認識は全く議員と同様でござ

います。そうした中で、個々具体の政策、あるいは事

業、こういったものについて、県とさらに連携を深め

てまいりたいと、このように思っております。ものづ

くり産業、こういったものがこの久慈市にはこれまで

なかなか定着しなかったわけでありますが、初めて北

日本造船というものづくり産業、これが立地をいたし

ました。 

 そのほかにも、例えば新エネルギー関連はどうかと、

あるいは食品産業関連はどうかと、こういったことに

ついて県と連携を深めると同時に、総合産業と私はと

らえておりますが、観光面、これは県境を越えた取り

組みというものが大変重要であると。例えば八戸圏域、

こういったところとの連携というものが大変に重要で

あると認識しております。そのためには、県境を越え

た取り組みを県レベルにおいても行っていただきたい。

そのためには市と県がまさに連携して、八戸市、ある

いは青森県と連携をしていくと、こういった体制を構

築したいと、このような思いを持って取り組みを進め

てまいりたいと考えております。 

○議長（菊地文一君） この際、昼食のため暫時休憩

いたします。 

 再開は午後１時といたします。 

午後０時00分   休憩 

──────────────────── 

午後１時00分   再開 

○議長（菊地文一君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 政和会代表、髙屋敷英則君の一般質問を継続し、関

連質問を許します。 

 25番山榮君。 

○25番（山榮君） 髙屋敷議員の質問に関連して何

点か質問いたします。 

 初めに、新山根温泉についてでございますが、大規

模改修が終わりまして、利用者の評価もまずまずであ

るという報告があったわけですが、そこで１点でござ

いますが、前の議会の際にも質問したり要望した経過

もあるわけですが、家族ぶろの整備、これについて今

回の大規模改修の中で配慮していただけるのかなと

思っておったら、結果的にはそういう設備がないとい

うことで、いまさら申し上げてもなんですが、それに

かわる対応、運用上、何か工夫されるのかどうか。と

いうのは、年とった方々が利用する際に、夫婦で行っ

た場合に、片方だけがちょっと利用するのが大変だ。

さればといって、第三者のいるところに２人入ってい

くのもできないと。そういう意味での家族ぶろでござ

います。そういうことが配慮されなかったのは残念だ

なと。それにかわる運用上、何か工夫されているかど

うかということをまずお伺いいたします。 

 次に、13番の道路整備の関係でございますが、高規

格幹線道路の八戸・久慈自動車道の整備区間への早期

格上げ、三陸縦貫自動車道の一層の整備促進を初め、

国道281号の高規格化、主要地方道の早期整備に鋭意

取り組まれていることについては大変ご苦労さまであ

りますが、まずその中にあって、これも何回か提案し

たり要望、要請をお願いしてきた経過があるわけです
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が、久慈岩泉線のことでございますけれども、大月峠

と安家元村の間の難所の解消が全く見えてこない。何

が障害であるのか、予算面だけではないのではないか

という感じがするわけですが、そこで何かどうしても

できない障害があるのか、あるとすればそれをどのよ

うに今後解消のために要請なり、要請活動をどうして

いくのか、その辺についてお伺いをしたいと思います。 

 それから、もう一つ、地方主要道の野田山形線でご

ざいますけれども、これについては残っております橋

場地内の整備について最終的に改良のルートが決まっ

たというような情報まではちょうだいしているわけで

すけれども、その後具体的にさっぱりこれも見えてこ

ないということで、何か現状において情報があればお

伺いをしたいと思います。これも具体的に予算がつい

ているとか何とか、そういう話でもあれば聞きたい、

そういうことであります。移転補償の問題も出てくる

やに聞いておりますが、そういったことの裏づけとし

て予算措置がされているのか。６月の県議会にかかる

とか、そういった情報でもあればお聞きしたいと、こ

のように思っております。 

 あわせて、市長の演述の中にもあったかと思います

けれども、例えば野田村と白石峠の間の改良の促進、

あるいは関から平庭までの改良促進、これが一体的に

整備が図られなければ目的が達成されたことにならな

いわけであります。そういう意味で、そういう整備、

見通し等についてあわせてお伺いをいたします。 

 それから、川又線についてでございますが、これは

市道の整備の関係でございますけれども、この川又線

は、川又から横倉を通って橋場におりる線なわけでご

ざいますが、横倉から分かれまして、その先が山形町

の小国を結ぶ最短距離のルートであります。そういう

意味で、特にも今回の合併を機会に重点的に整備して

いただかなければならない路線ではないかと。そうす

ることによって山形の皆さんとの交流も広がるのでは

ないかと思いますし、一体感も醸成されるものである

と、こういうように感じるわけであります。 

 そういうことで、整備の促進についてお伺いしたい

わけでありますが、実はこの川又線でございますけれ

ども、私が市議会議員に出るときのきっかけでござい

ますけれども、川又線の改良整備を促進しますという

約束で都合20年前になりますけれども、そのときから

議会のたびに話をしてきたんですが、20年かかってよ

うやく３キロ余り改良が進みました。先ほどの説明の

中で進捗率は52％という話があったんですが、これは

橋場までの延長の計算で52％ということだと思います

けれども、今言ったようなことで横倉から小国、山形

町の境までかなりの距離が残っております。そういう

意味で、今申し上げたように、20年かかって３キロと

いうようなことではもう私は待っておられません。い

ろいろ都合がありまして。そういうこともありますの

で、市長がよく使われる言葉ですけれども、新たな視

点のもと、異なる手法をもって対応していただいて、

抜本的な改良、合併してよかったな、本当におかげさ

まで道路がよくなったなというようになるように期待

をしながら決意をお伺いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 新山根温泉のリ

ニューアルに伴いまして、家族ぶろの整備がなされ

なかったのは事実でございますし、このことにつきま

しては財政上の問題でなかなか難しいものだなと、そ

のように考えてございます。 

 そこで、対応策というふうなことでございますが、

前々から議員さんの方から時間帯を設けて家族ぶろと

したらいいのではないかとか、いろいろご提言はいた

だいてございます。ただ、一般客との兼ね合いがござ

いまして、現在もそのような対応はできないというふ

うなことで推移してございますので、その点をご理解

いただいてご了承いただきたいと、そのように考えて

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 路線整備にかかわっての決意

ということでございます。 

 私も合併に伴って願いは市内外の交流と、こういう

ことをもっているわけでございます。内外の交流を進

める上では、やはり道路整備といったものが大変に重

要な位置を占めてくると、このように思っております。

ただいまご指摘のあった川又から横倉、小国に至る路

線、これは合併に伴って一つの区域となったわけでご

ざいます。したがいまして、これらの整備についても

鋭意取り組みを進めてまいりたいと、このように思っ

ています。 

 ただしかし一方、先ほども少し触れたわけでありま
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すが、財源といったものに限りがございます。こう

いった財源をいかにして確保していくかが今後の大き

な課題でございます。地域住民、あるいは議会の皆様

と一体となった活動の中で、さまざま財源の確保に努

めていかなければならない、このように思っていると

ころでございます。 

 また主要地方道の野田山形線につきましては、かね

て野田から白石峠、そして関、そこからどちらへ向か

うかと、川井に向かうのか、平庭に向かうのかと、こ

ういった議論があったやに記憶をいたしております。

今、川井に至る道路については整備が進められている

わけでありますが、平庭に至る部分がまだまだ未着手

といいますか、現道のままで残っているということで

ございまして、これらについては、県に対して強く強

く要望してまいりたい。ご指摘のとおり、一体感を醸

成するためにも重要な路線であると、このように認識

をいたしているところでございますので、ご理解を賜

ります。 

 なお、詳細につきましては、建設部長の方から答弁

させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） それでは、岩久線の大

月峠の改良整備に伴って何か支障はあるのかと、こう

いうふうなご質問でございますが、岩久線につきまし

てはこれまでも改良整備を進めてきたところでござい

ますが、議員さんおっしゃいますように、安家側の方

からは整備が進められてきておりますが、県の方では

交通量、あるいは交通安全上の問題、それらを勘案し

ながら優先度の高い箇所から順次整備を進めてまいり

たいというふうなことで、これまでも県の方にはお願

いをしてきているわけでございますが、今後ともその

辺の必要性、重要度等を訴えながら、県の方に引き続

き要望してまいりたい、そのように考えてございます

のでご理解を賜りたいと存じます。 

 それから、野田山形線にかかわりまして橋場地区の

ルートの改良の件でございますが、具体的に予算とか、

その辺のことをというふうなお話でございましたんで

すが、現在、昨年度ルートについては地権者の方々か

らご理解をいただいてルートが決まったというふうに

県の方から伺ってございますが、現段階では今年度の

予算化はなされておらないというふうに県の方から

伺ってございますが、いずれ交通事故等も起きてござ

いますし、その辺の必要性は十分に認識してございま

す。これからも引き続き予算化が図られるように県の

方に強く働きかけてまいりたいと、かように思ってご

ざいますのでご了承賜りたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 25番山榮君。 

○25番（山榮君） 家族ぶろのことですけれども、

例えば下のふろ場を利用して時間帯対応とかというよ

うなことを考えていらっしゃるのかなと思いますけれ

ども、いずれにしても現実の問題、何とかしていただ

かないことには、考えていただけでは解決にならない

と思いますので、真剣に検討していただきたいと思い

ますが、お考えをお伺いしたいと思います。 

 それから、岩久線の関係でございますけれども、こ

れについては特にこれといった支障もないというよう

な答弁ですが、聞くところによれば、土地の境界の問

題がこじれているというような話も聞いたことがある

んですが、そういう情報が入っていないのかどうか、

あるとすればそれに対してどういうようにしていけば

いいかという、問題がわかればそれの対応も出てくる

と思いますが、そういう意味でそういう情報があるの

か、ないのか、お伺いします。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 専用家族ぶろの件で

ございます。これにつきましては、４月から新山根温

泉振興協会が経営してございます。その協会とも今後

具体に話し合ってみたいと思いますが、いずれ一般客

との兼ね合いがございますので、どの部分でどの時間

帯で可能なのかも含めて検討してほしいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） ただいまの大月峠の問

題でございますが、そのような土地の問題とかという

のはまだ私どもの方、認識してございませんが、いず

れ県の方からどういうふうな状況にあるのか、課題は

何なのか、その辺を伺いながら整備促進に向けて努力

してまいりたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 34番濱欠明宏君。 

○34番（濱欠明宏君） 私からも政和会代表質問いた

しました髙屋敷議員に関連をしまして、何点かご質問

をさせていただきたいと思います。 

 特にも３月６日に合併し、議会も何回かあったわけ

ですけれども、本格的な一般質問という議会は今回が
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合併後初めてというふうなことになります。とりわけ

旧山形村の方々にとっては大事な議会なんだろうとい

う形で見ているんだろうと私は思っておりまして、髙

屋敷議員の率直な山形の課題が語られたことは高く評

価できるなと、こんなふうに聞き及んでいたところで

あります。 

 そこで、市長は県議として、県とのパイプ役、市と

のパイプ役を長年努めてまいりました。議長という要

職にも就かれたわけであります。当然今、山議員の

お話しした議員になったときの動機、あるいは20年

たってやっと３キロ路線が張りついたというお話もあ

りました。市長も当然に県北拠点都市であるこの久慈

広域の明日に向けて、県政に対して大いに議論を開陳

してきたんだろうと、こう思っております。市長は初

代市長になったわけですけれども、実質２期目という

形でこの県北拠点都市の先頭に立って地域発展のため

に心をみなぎらせているんだろうと思っておりますが、

これまでのライフワークの中で、みずからが首長とし

て予算を編成する中で、何を一番心に描いて今予算編

成をしているのか。市長にとっての大きな課題は、こ

れまでのライフワークの中でどのような形で反映され

ているのか、これが今後の合併においても大切な問題

だろうと私は思っております。岩手県が設置した県

北・沿岸振興本部の設置、これらも恐らく県議会が議

論しながらこの県土の均衡ある発展のために県が設置

したものだろうと。そこには当然に当時パイプ役を果

たしてきた山内市長の働きもあったんだろうと思っ

ております。 

 先ほど聞きますと、これは今後具体であるというよ

うなことで、今、大沢議員に対する答えの中では、具

体はこれからだというお話もあったわけですけれども、

総論的に、市長がこれまで地域に思いを寄せた課題の

予算にかかわっての重点課題、どういった形で編成で

苦労なされたかをまずこの議会が合併をして新たにス

タートする中にあってお披瀝をいただきたいと、こう

思っているところであります。 

 そしてまた、所信表明演述について実は触れておら

ない部分があったなと私は思っておりますが、それは

合併問題は、この間の６月３日の式典でもお話がござ

いました。終わりではない、スタートであるというお

話があった経緯があります。私も同感でありますが、

さらにこれからの広域合併、野田、普代、洋野町に目

をやったときに、今回所信表明演述には、この広域合

併について言及がなされていなかったというふうに感

じておるわけですけれども、これについてなぜ今回の

所信表明演述にこの合併問題が取り上げられなかった

のかなと、これについても所感をお聞かせいただきた

いと思っているところであります。 

 さらに、合併問題でこれまで市民に対して説明した

中に、合併コスト、行政コストの問題があったわけで

あります。先ほど答弁がありましたけれども、助役、

首長、あるいは議会議長、あるいは行政委員会の長等、

約6,000万円の減額措置をしたというお話がありまし

た。しかし、はた目で見ていまして、一般職の選考採

用等を含めまして、あるいは特別参与という人事の配

置もありまして、結果として市民が本来描いていた人

事組織とは若干違う、もっと融和的な感じで現存の組

織が合体したのではないかなと、本当に合併コストは

削減されているんだろうかという疑念を抱いている方

もあります。そういった意味で、この特別参与という

この職は特例的な措置なのか、今後ともこれを継続し

ていくような考えに立っているのか、これらについて

もご所見を賜りたいと思います。 

 防災対策についてお伺いをいたしたいと思います。 

 宮城県沖に大型地震が発生する、こういう話があり

まして、しかも高い確率でくるんだというふうなこと

でシミュレーションも見させてもらっているわけであ

ります。シミュレーションを見まして、久慈湊、ある

いは元木沢地区に久慈川、長内川沿いに津波が襲来す

る、こういうシミュレーションが出ているわけであり

まして、これは近い将来の大きな防災課題の一つであ

ります。 

 とりわけこれらに絡みまして、いざ災害が発生した

ときに、当然市が指定をしております指定避難場所に

速やかに住民が移動し、災害から身を守るという状況

になろうかと思いますけれども、先ほどの答弁を聞き

ますと、指定避難場所は市が指定するけれども、避難

に際しては主体的に住民がルートを考えて避難してい

ただきたい、こういう話でありました。 

 私は、自分の命はもちろん自分が守るというのは当

然の話でありますけれども、しかし市が指定場所を指

定する、避難場所を指定するという状況下の中で、こ

の地域において避難場所へのルートはどことどこなん

だろう。どこの地区はどこの通りを通ってその避難場
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所に行くんだろうかというのは当然に市は把握してい

ると思うわけでありますけれども、その把握状況につ

いてお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、今回の議会の予算の大きな肉づけの部分

に絡みまして、先ほども県立病院の跡地の用地取得、

あるいは北日本造船の予算措置の問題、あるいは街な

か再生の予算措置の問題、これが一番大きな予算措置

ではなかろうかなと思っております。その中で、例え

ば県立病院の跡地の取得経過、議会の軽視問題が話さ

れたわけでありますけれども、平成11年には、これに

ついては話をしているんだと、あとは価格の問題だけ

であったという話でありました。私は13年の覚書が16

年、また変更になったという話になりましたけれども、

行政の継続性という観点から見ますと、当時の県と市

のやりとり、その中で県が当初提示した額があったの

かどうか、あるいはそれに対して市が応じなかったの

かどうか、あるいは今回街なか再生という大きな事業

を取り組む中で、憩いの空間として、行政としてこの

必要性が新たに強まってきたという中でこの取得が決

断されるに至ったのか。あるいはそのことにおいて県

がどのような支援策を考えているのか。あるいは行政

側の独自の判断であったのかどうか。こういったこと

を含めますと、私は平成11年に全員協議会を開いたと

いうことではなしに、やはり議会と情報を共有しなが

ら行政を執行していくべきではないのかという視点を

持つわけであります。これらについてのご所見を賜り

たいと思います。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ご質問をいただきました整理

した形で答弁できますかどうか、ご指摘は後でまた賜

ればと思います。 

 まず、私の経歴といいますか、経験を踏まえて、ど

のような気持ちでもってまちづくりに取り組んでいる

のかと、こういったご趣旨のご質問でございました。 

 私もおかげさまで県議会議員としての活動を20年間

させていただいたわけでありますが、その中の最も大

きなテーマは、県内の中に存在する不均衡部分を、こ

れを是正するためにということで活動をしてきたつも

りであります。またその背景にありますものは、足ら

ざるを憂えず、等しからざるを憂えると、こういった

言葉を具現化するために努力してきたつもりでありま

した。 

 そうした中で、生活、生産両面にわたる基盤の整備、

これらが整わないと、せっかくいい知恵を持っていて

も、その知恵を活用できるような環境というものがな

かなかつくれない。例えばこの地域にはすぐれた観光

資源といったものがたくさん賦存しているわけであり

ますけれども、たまたま交通網が未整備のために、そ

ういった観光産業なるものもなかなか振興できないよ

うな側面があるだろうし、また他の産業活動において

もやはり流通といったものを考えてみますと道路交通

網の整備と、こういったものが必要であろうと。いず

れ道路交通網の整備そのものが目的なのではなくて、

手段である、これが基盤整備であろうと、このように

考えております。そういった中で新たな市が誕生いた

しました。持てる資源を有効に活用できるような環境

を整えていくことが行政の最も大きな役割であると、

このように考えているところでございました。した

がって、市民がみずから何をするのか、また何をしな

ければならないのか、こういった思いをしっかりと表

に出していただき、行動していただく、そのことを行

政がしっかりと支えていくということが最も望ましい

姿であろうと思っております。 

 ただ、そうは言いながらも、当然に行政としてある

べき姿というものを描いて市民の皆様に提示していく、

このこともあわせてやっていきたいというふうに思っ

ております。 

 次に、合併についてでございますが、なぜ所信表明

において触れなかったのかと、こういうことでありま

すが、私は触れたつもりでございました。説明足らず

で申しわけございません。その中で申し上げたかった

ことは、今この管内において合併が進み、四つの自治

体でもって広域管内が構成をされるという形になりま

した。その直後でございます。当然に私どもは山形村

と久慈市が合併した新たな市がどのように進んでいく

のか注視されていると思っております。すぐれた結果

を出すことによっておのずと合併すべきだという議論

が他の町村からも沸き上がってくる、そのような姿を

私どもが示していかなければならない、こういった思

いを述べさせていただいたところでございます。他の

町村、これから合併に向けて、あるいは一部事務組合、

広域連合の統合の問題ございますけれども、それらの

意見交換をしながら合併といったものに熟度を高めて

まいりたいと、このように考えております。 
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 それから、合併によってコスト縮減にならないので

はないのかと、こういった質問がございました。この

ことにつきましては、先ほど答弁申し上げたとおりで

ありますので、ご理解を賜ります。 

 また職員、特別参与等につきましては、これは議長

にお取り計らいを願いたいのでありますが、実は後日、

他の議員の方がこの質問を準備されていると認識をい

たしております。ですからここでお答えするべきかど

うかについて議長においてお取り計らいをお願いいた

します。 

 それから、避難場所でございますけれども、先ほど

も申し上げましたとおり、避難経路、避難通路、この

ことについてでありますが、避難路と避難経路、これ

は明らかに異なっている定義でございます。避難路と

いうのは、指定避難場所に移動するための経路であっ

て、これは市が決定をしてまいります。それから避難

経路、これにつきましては、地域の方々がみずから定

めていくものである。と申し上げますのは、避難路は

市道、あるいは公的な道路、こういったものを現況を

踏まえて設定、指定をしていくものでございます。避

難経路と申し上げますのは、例えば隣地、私有地を通

過して、この際に避難をすれば避難の効果が高まる、

したがって事前にその私有地所有者の方々と地域の

方々が話し合っていただきながら、有事の際にはここ

を通ってよろしいかと、通らせてほしいと、よかろう

と、こういったことも含めて定めていくものが避難経

路でございますので、おのずと意味が違っております

ことをまずはご理解いただきたいと思っております。 

 それから、旧県立病院の跡地の取得の問題について

でありますが、これは先ほど申し上げたとおり、平成

13年度までに買うという約束を県医療局と久慈市が交

わしているわけであります。私が就任する前からこの

価格についていろいろと県医療局と久慈市が協議を重

ねてきたといった経緯にございますが、なかなかに折

り合いがつかなかったということでございます。その

間、実はこれまで無償で借りていたものがある時期か

らは今後もし買えないのであれば有償ということのお

話等々も出てきた。そういった経緯の中で約束を果た

すべくさらに価格について交渉の熟度を高めてまいっ

た結果、一定の一致が見られたというところでござい

ます。 

 跡地利用につきましては、先ほどもご答弁申し上げ

たとおり、憩いの空間として整備していくことがよろ

しいのではないかと、このような今の方針でございま

す。さらに市民の方々と意見交換をしながら、よりよ

い利用方法について検討を加えてまいりたいというふ

うに思っているところでありますので、ご理解を賜り

ますようお願いを申し上げます。 

○議長（菊地文一君） 市長に申し上げたいのであり

ますが、濱欠議員の関連質問の中で、特別参与は今後

も継続していく考えですかという質問だったと私は解

しております。それから城内議員の通告は、一般職へ

採用した積極的意義は何かと、また住民感情に合致す

るのかという通告でありますから、ちょっと意味が違

うのではないかという考えがありますので、できれば

市長、今後も続けていくのかという意義をひとつご答

弁願いたいと思います。山内市長。 

○市長（山内隆文君） それでは、ただいまの点につ

いてのみお答えをいたします。 

 今後、どうするかについてはまだ未定でございます。 

○議長（菊地文一君） 34番濱欠明宏君、時間が迫

っております。簡潔に。 

○34番（濱欠明宏君） 個々具体の部分だけをお聞か

せ願いたいと思います。 

 まず、避難路と避難経路、わかりました。その中で、

玉の脇地区にちょっと絞ります。玉の脇川という川の

上に橋がかかっております。地図にない橋であります。

これは長年使っておりまして、老朽化しまして穴があ

いた。ここを歩いて、あるいは子供が事故で自転車で

橋から落ちたと、だれが責任をとるかどうか教えてい

ただきたいと思います。 

 それからもう１点、北日本造船の貸付事業に関して

であります。これは直貸しという状況で受けるわけで

すけれども、岩手銀行とかそういったところに預託を

して専門家の方から貸し付けるという運用をするのか、

それができないのかをお知らせいただきたい。 

 以上であります。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 避難経路にかかわっての橋の

お話でありますけれども、この経緯については実は設

置主体がどこであるか不明であるということでありま

す。もちろん市道にもなってございません。橋の両サ

イドは、両側は民地となっております。そういうこと

から、どのような経緯で、どなたが架設した橋である
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のかについては調査してもなかなか不明のままでござ

いますので、責任のあり方といいますか、もしそこか

ら転落したときの責任はどこかと問われても、今の段

階ではお答えするすべを持っておりませんので、ご理

解を賜りますようお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 北日本造船の工場建

設に当たっての融資の関係についてでございますが、

北日本造船、ふるさと融資、ただいま質問の額以外、

２億7,000万、予算をお願いしているわけでございま

すが、このほかに中小企業金融公庫であるとか、それ

から民間の協調融資等を行っているところでございま

して、具体の金融機関につきましては、借入先でござ

います北日本造船が選択をすると、こういうことでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 35番東繁富君。 

○35番（東繁富君） 政和会の髙屋敷議員に関連して

二、三、質問させていただきます。 

 まず、合併問題でございますが、新しく久慈市が誕

生してもう間もなく旧山形村長さんが特別参与に任命

されました。これに関しまして市民の皆さん、「東、

特別参与というのはどういうことをするのだ」とよく

聞かれました。私もそれに対しては何とも答えられる

ほどの頭がないものだから、早速、辞典を見て、いろ

いろ答えたわけなんですが、それに関して私も聞きた

いし、市民もそんなことに関心を持っているので、こ

こでそれをお聞きするわけでございますが、市では特

別参与として勤めていただくといいますか、そういう

ふうにしてもらって給料を幾ら払っているのか。また

参与としてこの３カ月間の仕事が何だったのか。三つ

目は、この参与として、いつごろまで参与として働い

てもらうかをお尋ねしたいものでございます。 

 次に、私どもの議員から質問しておりますが、山根

温泉についてでございます。私はこの温泉というか、

そういうところが好きなもので、あちこち回ってみま

したが、特に今度は山根温泉が新しく改良されるとい

うことで期待して行ってみましたが、非常に前よりは

よく、また市長さんもそういう経過も発表なされてお

りましたが、露天ぶろのことについてもちょっとそれ

は何か露天ぶろのそこの点もお話しされておりました

が、私もその露天ぶろに関して、入りにいったら２人

ほど入っていて、３人目の私がまさか肩を押しつけて

入られないという。露天ぶろというのは岩があったり、

石を積み重ねたりというようなことを思っていたが、

わんに入るような感じ、こういうのはちょっとわかん

なかったのかなというのが、非常に新山根温泉として

今まで売り出しているのは、私だけでなく批判も随分

あちこち聞かされるものだから、あれを評判の悪いイ

メージに、悪くはないんですが小さいというだけです

が、いいことを見出して、もう少しもっとよい評判に

したいものだと思うんですが、つくったのに関してど

うだということでないんですが、３人も入られないと

いうような、これにはちょっとというような、設計屋

さんのこともあるでしょうし、いろいろなこともある

でしょう。それをまた担当する人のこともあるでしょ

うが、何とかあれを広げてもっとイメージに変えたい

と、その考えはないのかと思うんですが、これも予算

の問題もございますということでございます。 

 次に、北日本造船についてでございますが、北日本

造船には、市と県が合計10億円という、大金の補助金

を出して誘致したわけでございますが、今も濱欠議員

からも言ったように、今度２億7,000万円ほどの貸し

付けをするようですが、誘致するとか、こういうこと

は非常にありがたいことで、来てもらうのもありがた

いが、私は今仕事がなくて困っている地元企業、土木

建設業等々の会社の仕事のなさに非常に困っておりま

す。会う人、会う人に、もっとひどい人は学校に行く

のもやれなくなるほどの、毎日仕事がなくて遊んでい

る、遊んでいるわけではないんだが、うちの中で寝込

んでいる人がたくさんいます。そういったときに地元

で２億でも、３億でも、５億でも、その金をもとにし

て事業等を考える、仕事をしていくことを考えていた

だいたらこの10倍にもなって仕事ができるのではない

かというのが大事なことでありますので、ぜひともこ

れを考えてみんなの仕事を与える、届かなくても、こ

ういう金を少し、１億でも２億でもいいから、それが

10倍にもなってやれることを今の困っている仕事のな

さのことをよく考えていただきたいと、何とかそうい

う事業をつくっていただきたいということから、市長

さんのお考えをお尋ねしたいものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 特別参与に関しましては先ほ
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ど答弁した経緯がございますのでご理解をいただきま

す。 

 それから、山根温泉については、要すれば露天ぶろ

が狭いからあれを広くしろというご質問なのでしょう

か。ちょっと意味をとらえ損ねたのでありますが、い

ずれ議員ご指摘のとおり、限られた予算の中で、例え

ばエレベーターをつけるだとか、さまざまなことをす

るということが私どもに課せられております。した

がって、その限られた予算の中で露天ぶろを拡張、広

くつくるのか、あるいは高齢者等、障害者等のために

エレベーターをつけるのかと、こういった現実的な選

択を私どもがしていかなければならないことをご理解

いただきます。 

 それから、北日本造船に対する支援と地場産業に対

する支援についてであります。言われるとおり、大変

厳しい雇用情勢、あるいは公共事業等が縮減されてい

く中で建設業を中心として仕事の量が大変に減って

いっていると、こういう状況にあることは私どもも承

知をいたしております。したがって、農外企業の農業

への参入でありますとか、さまざまな支援策を講じて

いるところでございますし、離職者等に対しても、県

内でも私は誇れるところにあると思うんですが、支援

策をさまざま講じてきているということ、それから建

設業にとどまらず、業を新しく興そうとする方々に対

する支援、こういったものを総合的に行う中で、この

地域の産業振興を図ってまいりたいというふうに思っ

ているところであります。 

 しかし一方、ものづくり産業というものがこの地域

にはなかなか定着をしてこなかった。造船、あるいは

自動車産業、さまざまなものづくり産業があるわけで

ありますが、こういったものが定着をしてこなかった。

これを定着させることがこの市の将来に向かってのよ

りよき選択であろうと、このように私どもは判断した

ところでございます。金額の多寡につきましては認識

の違いであろうかと、このように思いますので、ご理

解を賜りますようお願いをいたします。 

○議長（菊地文一君） 35番東繁富君。 

○35番（東繁富君） 説明したとおりのような答弁を

いただきましたが、この特別参与についてでございま

すが、このもとは、合併の目的は経費の節減というよ

うなことから始まるだろうが、節減になっている、な

らないというのではないけれども、変わりがないので

はないかということを思うのでまた再質問させていた

だきましたが、その中身も給料とか、そういうのも前

に言ったとおり…… 

○議長（菊地文一君） 東議員、この件に関しては城

内議員より通告がされております。城内議員はその意

義は何かといって通告しておりますから、あなたの

言っている質問と同じ意味であります。 

○35番（東繁富君） でないようです。それは前もっ

て打ち合わせました。それはそれ、通告は通告、いい

と。これは私どもは打ち合わせして質問しています。

だから何も…… 

○議長（菊地文一君） 東議員、城内議員が通告して

おられますから差し控えるべきであろうと思います。

先ほどの濱欠議員のような質問であれば、これは関連

質問として認めてもいいのですが、その意義について

の質問は城内議員が通告をしておりますので。 

 暫時休憩します。 

午後１時48分   休憩 

──────────────────── 

午後１時53分   再開 

○議長（菊地文一君） 再開いたします。 

 東議員に申し上げますが、質問の趣旨を明快に質問

するように。ただいま特別参与の問題について、どの

ような内容なのか、明快にご質問してください。続け

ていいですよ。東議員。 

○35番（東繁富君） 明快にと、言えるかわからない

けれども、ここで再質問というのはなんだけれども、

前に言ったようなご説明であるようだったから、給料

を幾ら支払いしているか。その中身をお聞きすれば何

も再質問することではないのです。聞きたいからまた

再質問なんです。そういうことです。 

○議長（菊地文一君） 特別参与の給与、報酬がどう

いう額であるかということを聞きたいと、こういうお

話でございます。答弁願います。山内市長。 

○市長（山内隆文君） 給料ではございません。報酬

でございますが、月額38万8,000円であります。 

○議長（菊地文一君） まだ東議員には時間が若干あ

るんですけれども、いいですか。 

○35番（東繁富君） いいのはいいけれども、余った

ものがあることをお知らせいただいてありがとうござ

います。そういうことでわかりました。 

○議長（菊地文一君） いいですか。 
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 再質問、関連質問を打ち切ります。 

 次に、清風会代表、小栁正人君。 

〔清風会代表小栁正人君登壇〕 

○14番（小栁正人君） 私は、新久慈市誕生後初の定

例会に当たり、清風会を代表し、通告に従い、順次質

問を行います。 

 質問に入る前に、さきの合併に伴う市長選挙におい

て見事当選され、新生久慈市の初代市長としての重責

を担われる山内市長に対し、衷心より敬意を表します

とともに、今後のご活躍をご期待申し上げ、質問に入

らせていただきます。 

 質問の第１は、所信表明演述についてであります。 

 １点目は、平成18年度一般会計予算についてであり

ますが、今年度の一般会計予算編成に当たっては、厳

しい財政環境のもと、徹底した選択と集中をもって限

られた財源を駆使し、新市における新たなまちづくり

の第一歩となるべく、合併協定書や新市建設計画等に

沿った予算編成が行われたことと思いますが、今予算

案における主要施策、重点項目は何であるか、お伺い

いたします。 

 ２点目は、地域コミュニティ振興策についてであり

ます。新生久慈市の各地域がそれぞれの個性を発揮し、

活力ある組織を創造するため、市内で組織されている

団体、あるいは地域で行われている人づくり、地域興

しに係る活動に対し、支援を目的とした地域コミュニ

ティ振興事業が今年度から施行されるわけであります

が、事業スタートに当たり、さきに行われました実施

計画調査の結果と各事業に対する補助率等の具体的支

援策の内容についてお伺いいたします。 

 次に、助役人事についてお伺いいたします。 

 両助役におかれましては、新生久慈市構築のため、

山内市長の両輪としての活躍が期待されるところであ

りますが、助役２人制におきまして、県職員として商

工・観光や地域振興等に実績のあられる工藤氏を招請

されたことには、市長ご自身、深いお考えがあっての

ことと推察いたしますが、特にも工藤助役に期待され

る諸施策についてお伺いいたします。 

 次に、教育旅行誘致事業についてでありますが、

2005年度から本格的受け入れが始まり、今年度は前年

の約３倍にあたる1,550人の中高生が体験学習を行う

予定であり、我が久慈市の魅力発信と同時に、観光交

流促進にも大いに期待するところであります。現在は

山形町の山村文化体験学習が主でありますが、今後は

当然三陸海岸における臨海学習等も計画されているも

のと思いますが、教育旅行誘致事業の今後の具体的推

進策についてお伺いいたします。 

 次に、木造住宅の耐震診断についてであります。 

 さきのインドネシア、ジャワ島中部地震での被災状

況を見ましても、住宅の耐震性の有無が被害の大小に

大いに影響することは明らかであります。将来発生す

る確率が高いとされている宮城県沖地震対策の一環と

して、今年度より全県対象となった県の木造住宅耐震

診断支援事業を導入しての市としての具体的施策の内

容についてお伺いいたします。 

 次に、高齢者福祉についてお伺いいたします。 

 １点目は、介護予防サービスにおける口腔介護につ

いてであります。 

 要介護者においては特に口腔内の清掃、義歯の清掃

により口腔内を清潔に保つことで、嚥下性肺炎、誤嚥

性肺炎等の老人性肺炎の予防に役立つほか、細菌の温

床にもなり、病気を引き起こすと考えられる舌の上に

たまる舌苔の除去により、味覚機能の回復等による食

欲の増進など、口腔ケアの重要性が叫ばれております。

介護予防サービスにおける口腔介護のさらなる推進策

についてのお考えをお伺いいたします。 

 ２点目は、音楽療法についてであります。 

 音楽療法は、楽器演奏や音楽に合わせて体を動かす

ことで運動機能の改善や維持に効果があり、歌うこと

で呼吸機能や嚥下障害の改善に効果があると言われて

おります。また子供のころや青春時代のなつかしい音

楽に触れることで心理的サポートも期待できるとのこ

とであります。地域の老人福祉活動の一環として取り

入れている自治体もあるとのことでありますが、音楽

療法の推進策についての当局の考えをお伺いいたしま

す。 

 次に、結核集団感染についてであります。 

 久慈保健所管内で昨年10月、50代男性が結核を発症

し、その後、ことし４月までに５人に感染が確認され

たとの県の発表がありましたが、結核の集団感染は、

調査を開始した1992年以来、県内では初めてとのこと

であります。この結核集団感染に対し、どのような対

応策を講じられたのかお伺いいたします。 

 次に、産業振興についてお伺いいたします。 

 １点目は、菌床シイタケ栽培についてでありますが、
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園芸作物の振興品目にも挙げられています。菌床シイ

タケのさらなる生産増を目指すために、生産者の菌床

シイタケ生産ブロック設置に対する支援の考えがない

かお伺いいたします。 

 ２点目は、民有林整備支援策についてであります。

長引く木材価格の低迷による採算性の問題で、民有林

における間伐等の整備が遅々として進まない状況にあ

り、このことが将来的に木材の質の低下を招くと危惧

される状況であります。当局としての民有林における

間伐等の整備支援策についてのお考えをお伺いいたし

ます。 

 ３点目は、漁場整備についてであります。 

 県及び久慈市が策定した地域水産物供給基盤整備事

業も今年度より久喜漁場の測量調査設計に入るとのこ

とであります。近年漁業においては資源の減少、魚価

の低迷、さらには燃料油の高騰により厳しい漁業経営

を余儀なくされております。将来を見据えたつくり育

てる漁業を推進し、生産を高めるためにも本事業を先

行実施すべきではありますが、漁業の現況を勘案する

と、地域水産供給基盤整備事業に係る地元の負担率を

軽減し、水産振興を図るべきと思いますが、当局のお

考えをお伺いいたします。 

 ４点目は、誘致漁船の接岸場所の確保についてであ

ります。 

 久慈港に水揚げされる漁獲量の約60％から65％は誘

致漁船による水揚げがされております。しかし残念な

ことに、誘致漁船の多くから久慈港での係船場所の不

足に対する苦情が寄せられているとのことであります。

係船場所改善の暁には必ずや水揚げ漁獲量も増大する

ものと思われますが、誘致漁船の接岸場所の確保につ

いての当局の考えをお伺いいたします。 

 次に、雇用対策についてお伺いいたします。 

 新生久慈市の最重要課題の一つが、長期間県内最低

水準に低迷する雇用環境の改善であろうと思いますが、

１点目は、久慈市雇用開発促進協議会についてであり

ます。2004年に発足、年間1,000万円の委託金をもと

に雇用創出、地域人材の育成等を目指す久慈市雇用開

発促進協議会が行っている３カ年継続の地域提案型雇

用創造促進事業が今年度最終年度となると仄聞してお

りますが、これまでの実績と今後の具体的事業計画に

ついてお伺いいたします。 

 また、内発型産業の振興により雇用創出につなげ、

地域の活性化を図ることを目的とした平成16年10月か

らスタートした起業家支援の融資制度、ふるさと創造

基金の利用状況と今後の利用促進策についてお伺いい

たします。 

 次に、観光振興についてお伺いいたします。 

 合併に伴い、本年４月、旧久慈市観光協会と旧山形

村観光協会の組織統合がなされました。新久慈市にお

ける観光事業及び物産事業の振興を図り、産業、文化、

経済の発展向上に寄与することを目的とした新久慈市

観光協会が誕生したわけでありますが、観光協会組織

統合後の主たる観光振興策についてお伺いいたします。 

 次に、核燃料再処理工場のアクティブ試験について

お伺いいたします。 

 日本原燃の核燃料再処理工場での３月末からのアク

ティブ試験により、放射性物質を含む廃液の太平洋へ

の放出に対し、本県沿岸の漁業者や住民等から海洋汚

染や水産物への影響を心配する声が高まる中、本年５

月、山内市長みずから六ヶ所村の日本原燃を訪れ、核

燃料再処理工場の安全対策についての要請文を提出さ

れたわけでありますが、その具体的内容と核燃料再処

理工場視察等での所感をお伺いいたします。 

 次に、街なか再生核施設整備についてお伺いいたし

ます。 

 中心市街地活性化に向け、物産館等街なか再生核施

設整備計画は官民一体となり、平成19年度完成を目指

し、粛々と進行しているものと期待をいたしておりま

す。そこで今年４月、街の駅・久慈賑わいプロジェク

トチーム及び商品開発、販売戦略プロジェクトチーム

の作成された中間報告をもとに、同施設整備推進委員

会より当局に対し、要望書が提出されたわけでありま

すが、要望の具体的内容と対応策についてお伺いいた

します。 

 次に、中心市街地活性化協議会についてお伺いいた

します。 

 全国的な中心市街地の衰退状況を打破し、中心市街

地ににぎわいを取り戻すためのまちづくり三法見直し

の一環として本年５月31日、改正中心市街地活性化法

が参議院本会議で可決、成立いたしました。これに伴

い、国からの補助金等の支援を受けるためには、新た

なまちづくりの基本計画策定が必要となり、この基本

計画策定に取り組む中心市街地活性化協議会の立ち上

げが必要不可欠となりました。同協議会立ち上げに向
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けての現況をお伺いいたします。 

 次に、土木行政の道路整備についてお伺いいたしま

す。 

 １点目は、市道久慈夏井線についてでありますが、

現在までの路線調査結果と今後の整備見通しについて

お伺いいたします。 

 ２点目は、市道日吉町宇部線でありますが、路線延

長を含めた路線変更についての当局の考えをお伺いい

たします。 

 ３点目は、市道川代繋線についてでありますが、珪

石運搬路としても利用されています市道川代繋線の整

備計画についての考えをお伺いいたします。 

 ４点目は、山形町繋から山根町深田に至る生活道に

ついてでありますが、住民の利便性を考慮し、早期に

整備すべきと思いますが、当局の考えをお伺いいたし

ます。 

 次に、生活基盤整備についてであります。 

 １点目は、約623平方キロメートルの面積を有する

新生久慈市の水道未給水地区の現状と解消策について

お伺いいたします。 

 ２点目は、本年度より着手されます川貫・西の沢地

区の下水道整備計画と排水ポンプ設置計画の具体的内

容についてお伺いいたします。 

 次に、教育行政について教育長にお伺いいたします。 

 最初に、小学校の英語教育についてであります。中

央教育審議会の外国語専門部会は本年３月下旬、小学

校５年生からの週１時間の英語教育導入を提言、これ

を受け、文部科学省は学習指導要領に必修化を盛り込

む方針とのことであります。以来、新聞報道等では、

小学校高学年での英語必修化問題についての賛否両論

が飛び交っておりますが、このことについての教育長

のお考えをお伺いいたします。 

 次に、学校給食における食育についてであります。

学校給食の献立を担当する学校栄養職員と地区ごとの

ＰＴＡのお母さん方とが話し合いの時間を持ち、各家

庭の食生活と学校給食の献立等を参考に、給食に出す

主食、副食の内容を検討し、学校給食の献立を決める

など、家庭の食事も含めた食育を推進している先進地

事例があり、食育推進策の一つとして有効であると思

いますが、お考えをお伺いいたします。 

 次に、教育施設整備についてであります。 

 新市建設計画の行政サービス均衡整備事業に明記さ

れております来内小学校、久慈小学校、学校給食セン

ター、それぞれの具体的改築計画についてお伺いいた

します。 

 次に、生徒の登下校時の安全対策についてでありま

す。 

 近年全国至るところで幼児や小学生殺傷事件が起き

ており、秋田県においては、同じＰＴＡの母親が加害

者であるというショッキングな事件もありました。地

域ぐるみの安全・安心のできるまちづくりが必要であ

ることは当然のことであり、特にも生徒の登下校時の

安全対策が急務と思われますが、具体的施策について

お伺いいたします。 

 最後に、アンバーホール・おらほーる自主事業につ

いてであります。 

 地方においてはなかなか触れる機会が少ない演劇や

音楽コンサート等の鑑賞を毎年多くの市民が楽しみに

しているわけでありますが、今年度のアンバーホー

ル・おらほーるにおける自主事業の具体的内容につい

てお伺いいたします。 

 以上で、登壇しての私からの質問を終わります。 

○議長（菊地文一君） 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、小栁正人議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、所信表明演述についてお答えをいたします。 

 まず、平成18年度一般会計予算についてであります

が、一般会計の予算編成に当たりましては、将来にわ

たり持続可能で健全な行財政運営を推進するため、歳

入に見合った歳出規模となるよう、徹底した事務事業

の選択と集中を行い、限られた財源の重点的かつ効果

的な活用に努めたところであります。 

 また、平成18年度予算は、新市の新たなまちづくり

の第一歩となりますことから、合併協議における合意

事項や新市建設計画等を指針に、旧久慈市、旧山形村、

それぞれが進めてまいりましたまちづくりを継承する

ことを基本に編成いたしたところであります。 

 予算案における主要施策、重点項目につきましては、

協働によるまちづくり、産業振興・雇用の場の創出確

保、子育て支援・高齢者支援、内外の交流促進、基盤

の整備に重点的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 次に、地域コミュニティ振興策についてお答えをい
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たします。 

 地域コミュニティ振興事業の実施計画調査について

でありますが、本年３月から４月にかけまして、各町

内会、ＮＰＯ団体等を対象に事業の実施計画を調査い

たしました。その結果、市内全域から50件、事業費の

合計額で申し上げますと約3,400万円の事業計画が提

出されたところであります。地域コミュニティ振興事

業の補助率等の具体的支援策につきましては、市内で

組織される団体が行う地域振興を目的とした活動、歴

史、文化、伝統芸能の継承活動や保存を目的とした活

動、自然環境の保全と活用を目的とした活動、人材育

成のための活動などに対しまして、ソフト事業におき

ましては経費の３分の２、ハード事業におきましては

経費の２分の１の範囲で助成を行う考えであります。 

 次に、助役人事についてでありますが、地方自治体

を取り巻く情勢の多様化、複雑化に対応するため、今

般、岩手県に対し、行政経験豊富な人材の招請を行っ

たところであります。申し上げるまでもなく、久慈市

が抱える諸課題は山積をしており、国、県との密接な

連携、そして情報への迅速な対応力の強化が不可欠で

あると考えております。こうしたことから従来、内部

問題対応が主とされてきた助役の任務も、より住民満

足度の向上に資するため、内外の諸課題に取り組むべ

きと思料しているところであります。 

 したがいまして、２人の助役にはそれぞれの卓越し

た識見を生かしていただきながら、久慈市が内外に抱

える問題に対して、住民満足度の向上の観点から、広

範に、かつ包括的な対応を期待しているところであり

ます。 

 次に、教育旅行誘致事業についてお答えをいたしま

す。 

 臨海体験学習の導入など、今後の推進策についてで

ありますが、これまで実施してまいりました教育旅行

とあわせ、海の体験プログラムにつきましても今後検

討してまいりたいと考えているところであります。ま

た体験学習受け入れの目的でございます地域の活性化

を図っていけるよう、漁家と一体となった受け入れ体

制のあり方を考え、推進に努めてまいりたいと考えて

いるところであります。 

 次に、木造住宅の耐震診断についてでありますが、

昨年から県内の一部の地域を対象に行っていた県の木

造住宅耐震支援事業が今年度から県内全域を対象とし

たことから、国、県の助成を受けて、市民が行う耐震

診断に対し支援を行おうとするものであります。 

 内容は、県で認定した耐震診断士に耐震診断を依頼

した場合に、その費用を１戸当たり３万円といたしま

して、市民から１割に相当する3,000円を負担してい

ただき、残りの２万7,000円について助成しようとす

るものであり、本年度は50戸に対して助成してまいり

たいと考えております。 

 次に、高齢者福祉についてお答えをいたします。 

 まず、介護サービスについてでありますが、今年度

から始まる介護予防サービスの一つに、口腔機能の向

上が盛り込まれており、歯科衛生士などにより口腔内

の健康を保つための指導や機能を向上させる訓練など

を行うこととされております。 

 市といたしましても、介護予防サービス事業として、

歯科衛生士などをお願いしながら、口腔機能向上に取

り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、音楽療法についてでありますが、音楽療法は、

高齢者や心身に障害を抱えた方の障害が改善、回復し

たり、生活の質が向上したりといった効果があると言

われており、これまでも音楽療法士を講師としたリハ

ビリ教室を実施してきたところであります。今後にお

きましても、高齢者の健康づくりの一手法として、健

康教室等での音楽療法の活用を推進してまいりたいと

考えております。 

 次に、結核集団感染についてお答えをいたします。 

 久慈保健所管内で結核の集団感染が確認されたこと

に対する対応策についてでありますが、久慈保健所で

は平成17年10月に同保健所管内の病院から結核患者が

発生したとの届け出を受け、結核予防法に基づき、患

者家族及びその接触者の検診を実施した結果、平成18

年４月までに結核発病者４名が確認され、厚生労働省

への報告基準に達したために、平成18年４月に結核感

染の集団発生と確認したことを公表いたしております。

その後も感染家族やその接触者につきまして、引き続

き検診を実施するなど、適切な対応を行っており、５

月末現在において新たな結核患者は出ていないと久慈

保健所から伺っているところであります。 

 市といたしましては、結核の早期発見と予防を図る

ため、今後とも結核健康診断の受診と結核予防ワクチ

ンの接種の励行に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 
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 まず、菌床シイタケについてでありますが、菌床シ

イタケは平成17年度の系統販売額で１億417万円の実

績があったところであり、今後とも生産施設等の整備

に対しまして積極的に支援を行ってまいりたいと考え

ております。現在、菌床ブロックに対しましては支援

を行っておりませんが、購入コストをいかに低く抑え

るかが経営上の課題であると認識をいたしております。 

 今後におきましては、生産農家が組合等をつくり、

みずから菌床ブロックを生産する場合の支援も含めて、

総合的な観点から菌床シイタケの振興について検討し

てまいりたいと考えております。 

 次に、民有林整備支援策についてお答えをいたしま

す。 

 民有林における間伐等の整備支援策についてであり

ますが、森林整備事業として資源循環利用間伐事業の

導入による適切な除間伐の実施や森林整備地域活動支

援交付金を活用した森林づくり推進に努め、民有林の

間伐等の推進を図っているところであります。 

 今後におきましては、新たな交付金事業であります

里山エリア再生交付金事業、これを導入するなど、一

層の民有林の整備に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、いわての森林
も り

づくり県民税を財源といたしま

して、岩手県が実施予定の間伐を主体としたいわて環

境の森整備事業等についても関係機関、団体と連携を

図り、推進してまいりたいと考えております。 

 次に、漁場整備についてお答えをいたします。 

 地域水産物供給基盤整備事業に係る地元負担率の軽

減についてでありますが、近年の水産業を取り巻く環

境は漁業生産量や生産額の低迷、漁業就業者の減少な

ど、極めて厳しい状況にありますことから、これまで

も久慈市漁業協同組合と協議を行い、その軽減を図っ

てきたところであります。 

 市といたしましては、極めて厳しい財政状況にあり

ますから、改めての負担率軽減については今後の課題

であると考えております。 

 次に、誘致漁船の入港のための係船場所の確保につ

いてでありますが、ご案内のとおり、イカ、サンマの

水揚げ繁忙期において漁船の係留地不足が生じており

ます。久慈港における漁船の係留地は、掘り込み港湾

が拠点となっておりますが、岩手県では他の係留地を

確保するため、平成16年９月、玉の脇地区の係留対策

として消波ブロックの設置工事を、同年12月に防波堤

への係船環設置の工事を完了したと伺っているところ

であります。平成16年10月に誘致漁船の係留方法の検

討などのため、久慈市漁業協同組合、久慈地方振興局

土木部及び工事船を所有している関係企業と協議する

場を設け、市漁協と工事船関係企業で利用調整を図り

ながら混雑の解消に努めるよう打ち合わせを行ったと

ころであり、今後とも必要に応じて市漁協と協議しな

がら開催してまいりたいと考えております。 

 将来的には、湾口防波堤の完成により、久慈湾全体

の静穏度が確保されるものでありますけれども、当面、

施設の改修により静穏度の確保ができますよう関係団

体と連携をとりながら、国、県に要望するとともに、

港湾管理者である県の指導を得ながら、関係団体との

利用調整に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、雇用対策についてお答えをいたします。 

 まず、久慈市雇用開発促進協議会実施事業による実

績についてでありますが、当協議会は雇用機会が少な

い当地域において雇用創出に自発的に取り組むために、

雇用機会の創出、能力開発、情報提供、相談などを実

施することによりまして、雇用の場の創出を図るため、

平成16年度から平成18年度までの３カ年、事業を展開

するものであります。 

 平成16年度におきましては145人の雇用目標に対し

て78人が、平成17年度には60人の雇用目標に対して

109人の雇用が創出されたところであります。また平

成17年度には、北日本造船株式会社誘致に伴い、資格

や技能修得のための講習会をジョブカフェいわて・サ

テライト久慈と共催で開催をし、受講者の中から40人

が雇用されたところであります。 

 平成18年度の事業計画につきましては、地域人材育

成事業といたしまして、養殖技術及び水晶加工技術、

琥珀加工技術、販売技術修得等のための派遣及び研修

会の開催を、さらに本年11月には高校生を対象に雇用

機会拡大フォーラム事業の実施を予定いたしていると

ころであります。このような事業実施によりまして、

平成18年度は61人の雇用創出を目標として取り組んで

まいりたいと考えております。 

 次に、起業家支援を目的とした融資制度、久慈・ふ

るさと創造基金の利用状況についてでありますが、こ

れまでまめぶまんじゅうや成型木炭ぼこたんなど６件、

2,000万円を貸し付けし、14名の雇用を創出している
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ところであります。 

 その内訳といたしましては、商品開発が３件、新規

創業が２件、新分野進出が１件となっております。ま

た、ふるさと創造基金の今後の利用促進策についてで

ありますが、海産物や農産物などの未利用資源調査の

概要をホームページで公開し、今後の起業に向けた情

報提供等を行いますほか、ジョブカフェいわて・サテ

ライト久慈が６月から実施いたしておりますコミュニ

ティビジネス創業講座におきまして、起業を希望する

方々へＰＲすることにより、起業意欲の喚起に努める

など、基金の運用主体であります久慈商工会議所と連

携して取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、観光振興についてお答えをいたします。 

 久慈市、山形村、観光協会組織統合後の主たる観光

施策についてでありますが、本年４月１日に誕生いた

しました新久慈市観光協会では、旧市村で従来行って

まいりました観光客誘致宣伝事業や、観光行催事等を

継続実施することといたしております。 

 また、市村合併で得た観光資源でございます海、山、

里を活用した個々の事業内容の充実とイベント開催時

の相互交流に努めますとともに、新たな事業として新

市の観光景勝地を内外に発信するための観光ＰＲ切手

シート事業や北限の海女の活動を支援し、受け入れ体

制の整備を図ります観光海女事業などを計画している

ところであります。 

 加えまして管内及び近隣市町村との連携商品の構築

に努め、物産振興への積極的な取り組みのため、県内

外で開催されます観光物産支援事業を計画していると

伺っているところであります。 

 市といたしましても、久慈市観光協会、並びに久慈

広域観光協議会等と連携を深め、一層の観光客誘客に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、核燃料再処理工場のアクティブ試験について

お答えをいたします。 

 日本原燃株式会社に対する安全対策に係る要望内容

についてでありますが、さきの政和会代表、髙屋敷議

員にお答えいたしましたとおり、施設の安全対策、環

境モニタリングの充実及び漁業関係者、住民及び消費

者の安全・安心の確保等について要請を行ったところ

であります。 

 また、工場視察の所感についてでありますが、アク

ティブ試験を実施するに当たり、綿密な運営組織体制

のもと、施設の保安、保護規定等、安全確認マニュア

ルの諸規定が整備され、試験計画書に従い、再処理施

設の安全機能の確保に努めているという印象を受けた

ところでありますが、相次ぐ事故の発生は不安をぬぐ

えず、さらなる安全確保に向けた対策等の充実が要さ

れるものととらえているところであります。 

 次に、街なか再生核施設整備計画についてお答えを

いたします。 

 まず、街の駅・久慈にかかわっての市に対する要望

は、にぎわいプロジェクトチーム報告書に盛り込まれ

た４項目であり、その内容でございますが、一つには、

核施設エリアの魅力を高めるトイレ整備、二つ目には、

商店街の魅力づくりのためのベンチ等の整備、三つ目

には、バリアフリー宣言のまちの推進、四つ目には、

商店街と核施設及び官民が一体となったイベントの創

造となっているところであります。 

 これらの要望の実現には、市のみならずまちづくり

会社、商工会議所、商店会等がそれぞれ主体となり、

相互に連携して取り組む姿勢が不可欠であります。今

後関係者が協議を重ね、一体となって推進されること

を期待しており、特にも各商店会等による自主的、自

発的な取り組みに対しましては、積極的な支援を行っ

てまいりたいと考えております。 

 次に、中心市街地活性化法の見直しに伴う中心市街

地活性化協議会についてでありますが、この協議会の

主な役割は、市町村基本計画の策定実施に係る意見書

の提出、中心市街地活性化の総合的かつ一体的推進に

関し、必要な事項の協議とされているところであり、

またその組織構成は都市機能増進の総合調整の観点か

らのまちづくり会社等、それから経済活力の向上の総

合調整の観点からの商工会議所など、三つ目といたし

まして、市町村など及び基本計画と密接な関係を有す

るものとされているところであります。 

 改正法に基づく新たな中心市街地活性化基本計画の

策定には、協議会の意見の反映を要するところであり、

政令委任要件等につきましては、いまだ示されていな

いところではありますが、準備組織として７月には立

ち上げができるよう、まちづくり会社、久慈商工会議

所と検討、協議を進めているところであります。 

 最後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、市道久慈夏井線についてでありますが、昨年、

門前から夏井町早坂までの区間につきまして、予備設
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計業務を実施し、９ルート案について経済性や施工性、

土地利用等の検討により、最も経済的な１ルートを選

定したところであります。 

 また、整備見通しについてでありますが、本年度は

測量詳細設計及び一部土質調査等の実施を予定してお

りますが、本路線の整備には多額の事業費が伴うなど、

市単独で推進するには困難が予想されますことから、

引き続き県道昇格及び県代行事業としての整備を要望

してまいりたいと考えております。 

 次に、市道日吉町宇部線の路線延長についてであり

ますが、この路線は、長内川、大沢田川への橋梁設置

が不可欠でありますほか、山越えをするルートになり

ますことから、構想の段階でありますが、延長約

3,500メートル、17億円を越える事業費が見込まれる

ところでございます。 

 また、市道川代繋線の整備計画についてであります

が、この路線は珪石運搬路として産業道路的に利用さ

れており、重車両の通行が多いことから、他の市道と

比較して路面等の損傷が著しい状況であります。構想

でありますが、その延長約3,900メートルの整備には、

約７億8,000万円の事業費が見込まれるところであり

ます。 

 また、山形町繋から山根町深田に至る市道整備につ

いてでありますが、山形町側は改良が進んでおります

ものの、山根町側の市道深田線滝地区から深田元村ま

での約3,400メートルの舗装と市道深田長根線の一部

区間約930メートルの改良舗装が必要でありまして、

この２路線の整備には、概算で約１億8,000万円の事

業費が見込まれるものであります。これら３路線につ

きましては、整備の必要性を認識いたしているところ

でありますが、多額の事業費等が必要となりますため

に、今後市道全体の整備状況や財政事情等を勘案しな

がら整備手法等について検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、生活基盤についてお答えをいたします。 

 まず、水道未給水地区の現状と解消策についてであ

りますが、未給水地区は、地理的条件などから宇部町、

大川目町、山根町などの一部及び山形町の各地区にあ

り、その世帯数は旧久慈市で約260世帯、旧山形村地

内では約600世帯となっているところであります。未

給水地区の解消につきましては、これまでも山居地区、

宇部町の大沢地区など、逐次整備を行ってきたところ

でありますが、今後におきましては、小久慈町堀内地

区の整備、さらには山形町荷軽部地区の簡易水道整備

に向けて認可申請を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、川貫・西の沢地区の下水道整備計画について

でありますが、汚水幹線管渠の整備につきましては、

今年度から工事を進めてまいる考えであります。また

排水ポンプの設置計画につきましては、川貫地区の浸

水被害の解消を図るため、今年度川貫ポンプ場用地を

確保する考えであります。 

 以上で、清風会代表、小栁正人議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

〔教育長鹿糠芳夫君登壇〕 

○教育長（鹿糠芳夫君） 清風会代表、小栁正人議員

のご質問にお答えいたします。 

 最初に、小学校の英語教育についてでありますが、

お話にありましたように、本年３月中央教育審議会外

国語専門部会において、小学校英語教育についての提

言がまとめられました。今後必修化に向けた論議が進

むものと認識いたしております。ご指摘の賛否両論の

中で、国語力の育成にとって問題があるとの意見もあ

りますが、英語を学習するということを国語力の育成

と対立的にとらえるべきではなく、英語の学習によっ

て、言語についての感覚が高まり、積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする態度が養われるなど、国語

力の育成にもいい影響を与えるものと考えます。 

 当市においては、国際理解教育の一環として、英語

活動がすべての小学校で実施されております。また市

教育研究所において実践的な研究を進め、成果の普及

を図るとともに、姉妹都市からの招聘などによる英語

教師を全小学校に計画的に派遣するなど、小学校にお

ける英語活動の充実に一層努めてまいります。 

 次に、学校給食における食育についてでありますが、

献立づくりに保護者からの意見を聴取し、給食の献立

に取り入れること、また保護者の場合にあっても、食

に関する正しい知識と望ましい食習慣について認識を

持ち、実践することが重要であると考えます。 

 現在、ＰＴＡ主催の給食試食会が市内全部の小学校

で行われておりますが、試食後のアンケートによる感

想、意見を重要視し、献立を初め、業務運営に反映さ

せているところであります。 
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 また、試食会や参観日に学校栄養職員の食育に関す

る講話も行っており、今後ともこうした機会の拡大を

図り、食育の実を上げるように努めてまいります。 

 次に、教育施設整備計画についてでありますが、ご

質問の来内小学校、久慈小学校及び学校給食センター

の各施設については、いずれも相当の年数を経て老朽

化が顕著であり、できるだけ早期に改築する必要があ

ると考えております。このことから本年度、来内小学

校と学校給食センターの測量調査等に着手するなど、

順次改築に向けた取り組みを進めてまいります。 

 また、久慈小学校につきましては、学校給食セン

ターの改築等の進度にあわせ、引き続き取り組んでま

いります。 

 次に、児童・生徒の登下校時の安全対策についてで

ありますが、さきの政和会代表、髙屋敷議員にお答え

しましたとおり、各小学校での通学路の把握、安全教

育の徹底、防犯についての指導及びスクールガードの

養成、あるいはボランティアによるパトロールなど、

地域の取り組み及び各種研修会の開催など、学校、家

庭、地域との連携を深めながら、児童・生徒の登下校

時の安全対策に努めてまいります。 

 次に、アンバーホール及びおらほーるの今年度自主

事業についてでありますが、まずアンバーホールでは、

鑑賞事業として劇団四季、ファミリーミュージカル、

そして民謡と津軽三味線を、またクラシックではバイ

オリンやチェンバロンなどの四重奏とチェロリサイタ

ルなど、さらに育成事業として９回目の吹奏楽クリ

ニック、文化庁の本物の舞台芸術体験事業「能と狂

言」を予定しております。 

 また、おらほーるでは、混成九重奏による音楽の絵

本と実行委員会組織による５回目の村民劇場を開催し、

演劇発表に取り組むこととしております。 

 なお、両ホールでの共通事業として、岩手県青少年

劇場、「児童劇 いのちのバトン」をそれぞれ開催す

る予定となっております。 

 以上で、私からの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を許します。

14番小栁正人君。 

○14番（小栁正人君） それでは、何点か再質問させ

ていただきます。 

 まず、所信表明関係でありますが、市長の所信表明

の中に、諸施策の推進は市政改革プログラムを着実に

実行することにより具現化すると。そのためにも今年

度より行政評価を本格的に実施するとうたってありま

すが、この行政評価の中に外部評価というものを今年

度から入れられる計画であるか。 

 例えば行政評価市民会議等、これは私どもが視察し

ました神奈川県の逗子市あたりでは、そのように外部

評価も導入して行政評価を行っているというような先

進地事例もあります。このことについてお伺いいたし

ます。 

 それから、地域コミュニティ振興策についてであり

ますが、以前から自治総合センターが行っているコ

ミュニティ助成事業というのがありまして、16年度は

郷土芸能活動用の整備、備品として太鼓の購入に例え

ば100万円、助成していただくということで、かなり

の助成があったわけで、このコミュニティ助成事業と、

今度久慈市で行われるコミュニティ振興事業の違いと

いうんですか、申請してどちらが支援を受けやすいか

とか、ハードルの高さの違いとか、そこら辺のことを

お尋ねしたいと思います。 

 それから、今日偶然、新聞の方で、久慈市の地域コ

ミュニティ振興事業のことが載っていまして、その中

に本年度の事業費は約1,800万円であるということが

明記されておりました。先ほど３月、４月の調査では

約3,400万円規模の申請というんですか、希望がある

ということですけれども、それを1,800万円に本年の

事業をされた根拠、いかにしてその数字を決められた

かということ、それからこの内訳といったらおかしい

んですけれども、旧山形村ではどのぐらいの額なのか、

旧久慈市ではどのぐらいの額なのかという、そういう

配分の内容をお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、耐震診断についてですけれども、この関

連で、６月２日に文部科学省が発表しました県内公立

小中学校の市町村別耐震診断実施率、発表があったわ

けですけれども、久慈市は耐震診断実施率が46％で耐

震化率が56.7％、例えば宮古市とか二戸市では診断率

が100％ということであります。当然この100％を目指

されると思いますが、いつごろまでにはこの耐震診断

を100％にされるのか、その目標をお尋ねしたいと思

います。 

 それから、雇用対策関係のふるさと創造基金ですけ

れども、先ほど６件で2,000万ぐらいの融資があって

云々とありましたが、仄聞するところによると、事業
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を中止された方もあると聞いておりますけれども、基

金の回収めど、そこら辺はちゃんとそれなりに回収さ

れたのかどうか。というのは、この基金創設時に、市

長が積極性を促す意味から場合によっては貸付金を回

収できないハイリスクも念頭に置くというような発表

がありましたので、ちょっとそこが気にかかるもので

すから、ひとつお聞かせください。 

 それからもう一つは、県が今度特定区域、固定資産

税を減免する関係で、県が指定された特定区域、例え

ば夏井町の半崎工業区域、それから長内町の久慈地区

拠点工業団地、ここで新しく工場を建設されて雇用を

創出していただきたいという希望があって、固定資産

税の減免等を行うような条例の改正案が今度出ている

わけでありますが、例えば工場を建て、用地取得をす

るとなると、かなりの先行投資というんですか、お金

がかかるわけですけれども、用地を例えば賃貸で活用

するというような考え、できるというような考えがな

いのか、そこら辺をお聞かせください。 

 それから、観光振興についてでありますが、市長の

所信表明の中にも三陸地域の着地型観光としての三陸

縦断観光ルートの整備に努めるとありますが、実はこ

の三陸鉄道、やはりそういうことを考えますとどうし

ても三陸鉄道の存続が必要不可欠である。しかしなが

らご存じのように2004年から2013年度の経営改善計画

を見ますと、当初の見通しより約６億円の負担増が見

込まれるということで、今後久慈市を含め、関係市町

村の支援、負担がふえるというようなことを仄聞して

おりますが、ことし10月ごろにある程度取りまとめて

支援策を発表するということですけれども、現在久慈

市で考えられている支援策の内容等をお聞かせ願えれ

ばと思います。 

 それから、アンバーホールの自主事業関係ですけれ

ども、昨年ご存じのように岩城宏之さん指揮のオー

ケストラ・アンサンブル金沢というのがありました。

これは聞く方が聞かれますと世界的にすばらしい指揮

者とそれだけのオーケストラであるということなんで

すけれども、いかんせん300ちょっとしか入場者がい

なかったということなんですね。それで、以前から

思っていたんですけれども、自主事業をやればいいと

か、質が高いコンサートを開けばいいということでは

なくて、もう少しチケット販売とか、それから時期的

なものとか、もう少し例えば江戸館長さんが最終的に

オーケーを出さないとできないわけですから、そこら

辺のコミュニケーションというんですか、そこら辺が

もう少し足りないのではないかなと、常々思っていた

わけですけれども、そこら辺のことをお聞かせくださ

い。 

 とりあえず以上です。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 何点かご質問がありましたが、

私からは三鉄について答弁をさせていただきます。 

 何か支援策ということでありますが、今経営改善計

画に沿って県と沿線自治体、いろいろと協議をしてい

るところでございます。そうした中で、県はどちらか

といえばハード面に対する支援を、それから沿線市町

村に対してはいわば赤字補てん分をというような議論

を県からいただいているところでありますが、私ども

沿線市町村の者は、それに対しまして、県も一体とな

っていずれの方向についても努力をしていただきたい

と、こういったところでの意見を申し上げているとこ

ろであります。 

 いずれ、やはり少子化等が続いている中で、例えば

通勤、通学の数が相当に減ってきてございます。また

宮古等、主なところでありますが、病院が移転をして

いったために、どうしても使い勝手が悪くなってし

まって乗らなくなっている、そういった側面もござい

ます。ただ北と南のそれぞれのリアス線があるわけで

ありますが、南リアスよりは北リアスの方が経常収支

バランスが比較的いいということでございますので、

これからも観光連携を図る中でこの三鉄の利用増と

いったことについて沿線住民の理解をいただくために

努力をしていきたいというふうに思っているところで

ございます。 

 他の質問につきましては、部長等から答弁させます

ので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 最初に、地域コミュ

ニティ振興基金にかかわってのご質問にお答えをいた

します。 

 この基金の採択のハードルの高さといいますか、そ

ういうものにつきましては、交付対象事業というも

のに沿っておればいいわけなんですが、人材の育成

や、先ほど答弁、市長の方からいたしましたけれども、

その内容に沿ったものであればよろしいわけなんです
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けれども、それに該当する経費であっても、例えば人

件費的なものとか、そういったもの等については対象

にならない、そういった部分はございますので、注意

が必要だというふうに思っております。 

 それから、この1,800万の助成金の内訳ということ

でございますが、久慈地域が24件で1,047万8,000円の

事業費で希望があったところでございます。それから

山形地区が26件で2,383万8,000円の要望があったとこ

ろでございます。それであわせまして50件、およそ

3,400万円の事業費という希望額に対して1,800万の、

つまり山形に対して1,000万、久慈に対して800万の内

容となっているものでございます。 

 外部評価についてのご質問でございますが、この外

部評価は、行政が行った評価につきましては、どうし

ても第三者の視点による評価を実施すること、そう

いったものが求められるといったことは今、議員が

おっしゃったとおりでございます。久慈市におきまし

ては、市民への説明責任を果たすという評価の位置づ

けというものは必要だというふうに考えておりまして、

ただ外部評価の対象を政策評価とする考えでおります。

その手法につきましては、有識者による再評価とか、

住民の代表者からの意見等を伺う、あるいはアンケー

トをとるといったような指標、そういったものを設定

するなど、さまざまな方法が考えられますけれども、

久慈市におきましては、これらを勘案しながら実施を

してまいりたいと思っております。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） ふるさと創造基金の

融資を受けて創業した企業の事業の中断の関係でござ

いますが、実は地場産の素材を活用したセルフうどん

を提供している業者でございましたが、出店をしてお

りますところのテナント料金の折り合いがつかないと

いう状況が生じまして、そこを撤退したというところ

でございます。ご本人は、どこかしかるべき場所があ

ればまたそちらで開業したいという意思を持っている

ものでございます。 

 なお、それに伴う返済の関係につきましては、毎月

返済をいただいているところでございます。 

 それから、企業が立地する場合の土地の賃貸借の関

係でございますが、私どもといたしましては、企業の

誘導、配置に当たりましては、企業の立地諸条件を十

分お伺いをしながら柔軟に対応しているところでござ

います。この賃貸借の関係につきましては、立地企業

の初期投資の軽減を図るということで既に制度化され

ているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 耐震診断に基づく改築予

定はいつごろかというご質問につきましてでございま

すが、これにつきましては、学校改築、本来の改築計

画もございますし、診断に基づく改築というふうな事

業も予定されておりまして、これにつきましてはでき

るだけ早期に対応してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 ちなみに、耐震の診断率でございますが、これ46％

ということで先ほどあったとおりでございますが、こ

れは県内35市町村では11位という内容でございますし、

それに基づく耐震化率というのは県内では16番目とい

うことで、診断と改築工事を並行して進めていると、

鋭意並行して進めていくというような状況にあります

のでご理解をいただきたいと思います。 

 また、アンバーホールの自主事業につきましてです

が、私どもは江戸館長を迎えまして質の高い教育的な

配慮、興業的な面、いろいろ、さまざま考え合わせて

自主事業を組んでおるわけでございますけれども、確

かに改善しなければならない点もございますが、でき

るだけ市民の皆様のご要望にこたえる形で自主事業を

構成してまいりたいと考えておりまして、できるだけ

多角的な、多方面に対応できる自主事業の選定に努め

てまいりたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） この際、暫時休憩いたします。 

 再開は午後３時15分といたします。 

午後２時57分   休憩 

──────────────────── 

午後３時15分   再開 

○議長（菊地文一君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 清風会代表、小栁正人君の一般質問を継続します。 

 関連質問を許します。４番大矢内利男君。 

○４番（大矢内利男君） 小栁議員の一般質問に関連

して、２点について質問をさせていただきます。 

 １点は、菌床シイタケ栽培について、２点目は、道

路整備について、山形町繋から山根町深田に至る生活
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道路の整備についてお伺いをいたします。 

 私も市議会議員として初めての発言でございますの

で、舌足らずの点があるかと思いますが、ご理解をい

ただきたいというふうに思います。 

 先ほど小栁議員さんの一般質問には大変丁寧にこの

２点につきましてはお答えをいただきました。私もい

ろいろ再質問といいますか、私なりに質問を考えてい

たのですが、かなり丁寧にそのとおりお答えをいただ

きましたので、私も戸惑っておりますけれども、もう

少し突っ込んだ形でお伺いをしたいというふうに思っ

ております。 

 まず、シイタケブロック栽培についてでございます

が、市長からお答えいただきましたとおり、現在菌床

シイタケは大変伸びて、生産も伸びておるし、金額的

にも大変伸びている産品ではないかなというふうに私

は思っております。そういう意味では、今が大事な時

期ではないかなという意味で今、質問をさせていただ

いております。 

 まず、私もいろいろ農家の皆さんともお話をいたし

ますが、大変施設整備には多額な費用がかかるという

ことで、それにもめげず頑張って農家の皆さんも取り

組んでいるというふうに思っていますし、そういうふ

うなお話をしております。 

 ただしかし、多額な費用を施設にかけることによっ

て肝心の菌床ブロック、これの購入がまた一段と費用

が高くなるということで、大変この辺の肝心のもとと

なるブロックが大変高額であるということで、これは

いたし方ないというふうに思うんですけれども、そう

いう中で、何とかやっているというふうに農家の皆さ

んもお話ししていますが、私は先ほどもこのブロック

には補助はないんだけれども、ブロック生産のための

技術指導、それと施設整備等にもこれから大いに、積

極的に取り組んでいただけるというふうに私は受けと

めたんですけれども、大変ありがたいなというふうに

思っておりますし、関係者もこのお話を聞けば喜ばれ

るというふうに思います。その中でただこれから取り

組んでいただくということをお伺いしたんですけれど

も、今現在、進めている方々が大変苦労して一生懸命

生産に努めているわけですが、そういう意味では、私

は提案みたいになるかもしれませんけれども、やはり

一定期間の間でもそういう技術指導、施設整備等に予

算なり計画等がたつまでは、一定期間でもいいですが、

菌床ブロック自体に補助等の事業を計画してつけてい

ただけるのであれば、何とかまたそれから時期が来る

まで頑張ってやっていけるのではないかなというふう

に思っています。 

 そういう意味では、これからということも含めます

けれども、この菌床ブロックに補助を一定期間でもつ

けていただけないものなのかなということです。旧山

形村では、新規に対しては補助があります。大変その

方々は助かったということで、１回分ですけれども、

最初始めるときに大変助かったというお話も伺ってお

ります。 

 そういう意味では、何とかブロックに対して一般の

補助、その上で施設整備、ブロックの生産技術等をご

指導いただきながら整備もしていただきたいというふ

うに思いますが、その点についてお伺いをいたします。 

 ２点目の山形町繋から山根町深田に至る生活道につ

いてでございますが、これについては、ご存じのとお

り山形町繋というところと、山根町深田というところ

は古くからの交流がございまして、いろいろな文化、

伝統というものも似通った地域でありまして、私もま

だ若いんですけれども、若いなりにもそのころのお話

は伺っておりますし、大変古くからの交流がある。そ

ういう意味でも現在山形町側は十数年前から住民の願

いのもとで整備、改良をされております。それから、

深田地区、私たちは深田地区というのは滝線の上下の

集落のことを言うんですけれども、そこの区間932

メートル、その部分が未改良の部分であります。私は

そこを取り上げたいなというふうに思っております。 

 私も一週間ぐらい前にちょっと回ってみましたが、

舗装はされていないにしても改良は大分進んでいただ

いているなというふうに思っています。そういう意味

では合併もしましたし、今までの古くからの交流も考

えたとき、また同じ市となってこれからの防災関係を

見ましても、また新たな交流というものが生まれると

いうふうに思っております。 

 そういう意味では、お互いに助け合っていかなけれ

ばならない地域ではないかなというふうに思っていま

す。そういう意味では、舗装まではいかなくても、普

通に子供が行き来できるような、安心して行き来でき

るような改良がされないものなのかなというふうに考

えておりますし、住民の皆さんも願っているわけでご

ざいます。そういう意味で、私はここに立たせていた
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だいて発言をさせていただいておりますが、ぜひ検討

し、これから前向きに検討してやっていただくという

ことなんですけれども、せっかくです、合併もしまし

た。身近な課題も解決していくというのもこれも合併

してよかったなというのにつながっていくのではない

かなというふうに私は考えておりますので、ぜひ早め

に区間だけでも改良の方を進めていただければという

ふうにお願いを申し上げるところであります。 

 ２点についてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ２点についてお尋ねがありま

した。その中で私から菌床シイタケのことにつきまし

て概略をお話しさせていただきたいと思います。 

 なお、現在行っております支援等詳細については担

当部長から答弁をさせます。また道路の整備につきま

しても詳細について部長から答弁をさせますので、ご

了承いただきます。 

 菌床シイタケのブロックについて、現在は先ほど答

弁したとおり、直接購入経費に対する支援は行ってい

ないところでありますが、一方、農外企業が農業に参

入をする、こういったものについては、ハード面の整

備補助に加えてブロックの購入に対しても一定の支援

を行うと、こういったことを行っているところであり

ます。ただこれは、期限を区切ってやっていこう、単

年度、単年度、あるいは３年なら３年を見越して周期

を設定しながら支援をしていこうという仕組みでござ

います。こういった考え方もありますので、先ほどご

提言のありました新規分についてどうなのかといった

こと、それからさらには先ほどこれも答弁させていた

だいたんですが、みずから菌床シイタケブロックを生

産していく、そういった農家組合等結成の動き、ある

いは需要がどのぐらいあるのか、こういったところを

見きわめながら財源措置していかなければならないと

いうふうに考えております。たくさんたくさんの要望

がございますと当然それにこたえ切れるだけの財源は

持ち得ていない。だったらどのような形でこたえてい

けばいいのか。それらのことを踏まえて今後検討して

いきたいと、このように考えておりますので、ご理解

を賜りますようお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 現在の支援内容でご

ざいますけれども、現在はいわて農業担い手支援総合

対策事業というふうな県単事業の制度がございます。

その中で、施設につきましては、県が３分の１、市が

６分の１というような支援内容になってございますが、

議員お話しのとおり、菌床ブロックに対しては支援は

ない、対象にならないという現在の状況でございます。

先ほど市長の方からも申し上げましたが、その中で、

制度の中で対象になる可能性があるものは組合をつく

るとか、あるいは協同で菌床ブロックを制作するとい

うふうなことであれば、このいわて農業担い手支援総

合対策事業の制度を活用することも可能だというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） ただいまご質問いただ

きました山形町繋から深田元村に至る路線でございま

すが、議員おっしゃいますように、山形町側は一定の

改良整備が進んでおります。深田元村地区までに至る

この市道深田長根線でございますが、先ほどご答弁申

し上げましたように、930メートル区間が未改良に

なってございます。この区間だけでも約１億円余の事

業費を見込んでございますが、議員おっしゃいますよ

うに、これまでの文化、あるいはいろいろなさまざま

な交流が図られてきたというのは認識してございます

し、今度合併しまして一体感、あるいは融合性を図る

上からも大変重要な山形町繋とのアクセス道路という

ふうに認識してございます。いずれ先ほど川又線から

小国に行く路線、あるいは当該路線、これらにつきま

しては、これまでも必要性、重要性、緊急性、それら

を見きわめながら整備してございます。今後におきま

しても財政等の見合いもございますが、住民の理解を

得ながらこれらを勘案しながら整備に努めてまいりた

いと、このように考えてございますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） ４番大矢内利男君。 

○４番（大矢内利男君） お答えをいただきまして大

変ありがとうございました。 

 いずれにせよ、担い手事業、整備事業も補助事業も

あるにはあるんですけれども、施設的にも大変多額な

金がかかるということで、初期的な投資というのは大

変なものがかかるということでお話をしております。

いずれにせよ担当部として、行政側として、大いに生

産者の皆さんとお話し合いをして、どこが、どういう
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ところが必要なのかということを大いに相談しながら

今度、お話し合いをしていい事業、いい形にして生産

拡大に努めていただきたいなというふうに思います。 

 あとそれから繋線、深田線のお話なんですけれども、

この点は改良だけでもというのは、冬期間は除雪がさ

れないもので通行どめになるんですよね。そういう意

味でもやはり除雪ができるような改良だけでもできれ

ばなという思いもあります。そういう意味では、除雪

ができる道路という形に早期にしていただきたいとい

うふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 確かに菌床ブロック

の購入にかかる経費がかなり圧迫しているというんで

すか、生産者の経済的な圧迫があるというふうに伺っ

てございます。いずれ議員おっしゃるとおり、生産者

の方々とこれらについて意見を交わし合いながらより

よい方向で事業の推進に取り組んでまいりたいと、こ

のように考えてございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） ただいまの繋から深田

元村に至る路線の件でございますが、これまでも先ほ

ど申し上げましたように、緊急度あるいは重要性等を

勘案しながら整備に努めてきてはございますが、100

を超える路線からさまざまな地元からのご要求をいた

だいてございます。すべてこれは住民の方々に直結す

る大きな課題ではございます。ただし財政、あるいは

その他、いろいろ整備度合い等を勘案しながら、今後、

議員おっしゃる路線についても整備に向けて努力して

まいりたいと、かように考えてございますので、何と

ぞご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） ５番堀崎松男君。 

○５番（堀崎松男君） それでは、小栁議員の質問に

関連いたしまして、何点か質問させていただきます。

まず、第１点、市道久慈夏井線の整備の関係でござい

ますけれども、昨年度、予備調査をして９路線が出た

ということございまして、１ルートに絞ったという答

弁をいただきました。それで、この１ルートに絞った

経緯と、そしてそのルートの設定、現道なのか新路線

なのか、あるいは一部トンネル化なのか、半分の路線

が現道で進むのか、その辺をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 それから、今年度測量調査、あるいは地質調査等を

するわけですが、まず調査が終わりますと、まず設計

も終わりますと、道路整備に入るわけです。正式な整

備に入るわけですけれども、その場合に早期の、住民

の皆さん早期の希望をしております。そういうことを

踏まえながら、やはり早期に整備着工に入るという見

通しがどの辺なのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 それから、民有林の整備策でございますが、先ほど

丁寧な答弁をいただきました。やはり民有林も現在非

常に厳しい環境で間伐もままならずという状況でござ

います。国有林であればそれなりに整備は非常に可能

性は高いわけですけれども、民有林の方は進まないと。

幸いこの前の新聞報道でございましたが、森林組合で

は個人の民有林の調査を進めると、そして数字を示し

て喚起してまいりたいという報道機関での報道もござ

いました。そういう中で、やはり私はその部分につい

ても関心がありまして、当局としての事業に対しての

考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、もう一つこの民有林について、幸い県で

は、森林税の導入が図られるわけでございますが、そ

の場合に、県の事業とも絡みますけれども、市として

の今後の森林税等を活用した事業の中で何が考えられ

るのかということをお聞かせ願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 民有林の整備につい

てお答え申し上げます。 

 まず、民有林の整備には、三つほどの事業制度がご

ざいますけれども、その中で一番、ただいまのお話に

もありましたが、森林整備地域活動支援交付金という

制度がございまして、これは間伐をするまでの調査事

業というふうなことで対象地権者１ヘクタール当たり

１万円を交付するという制度でございます。今年度は

予算的には4,267万3,000円ほどを計上してございます。 

 それから、新たに里山にぎわい再生交付金事業とい

うものが新設になりまして、里山、いわゆる集落に近

い里山について、整備をしていくというふうなことで

ございますが、これにつきましては今後予算等を確保

しながら取り組んでまいりたいと、このように考えて

ございます。 

 それから、県民税の内容でございますけれども、今

回の県民税の目的でございますけれども、県民が享受
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している水源の涵養、あるいは県土の保全、それらの

森林の公益的機能を維持して増進して良好な状態で次

の世代に引き継ぐんだというふうなことでございます。

そういうふうなことでございますので、久慈市といた

しましても、公益的な観点からその間伐、あるいは森

林整備について取り組んでまいりたいと、そのように

考えるところでございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 久慈夏井線での整備計

画の概要と今後の事業化に向けてのご質問でございま

すが、予備設計で９路線、そしてなおかつ１路線に絞

り込んだ状況でございますが、土地利用、あるいはそ

の走行性、施工性、経済性、その辺等を勘案しながら

決めたところでございまして、中には隧道もあるとい

うふうな状況になってはございます。いずれこれまで

の最急勾配も13％というふうなこと等もございますし、

図上での計画ではございますが、それも半分ぐらいに

緩和されるというふうな状況でのルート選定でござい

まして、これにつきましては、今年度詳細な現地測量

調査設計を計上して予算にご提案申し上げておるとこ

ろではございます。 

 それと今後の事業化の見通しでございますが、かな

りの膨大な事業費が想定されております。実現には市

だけの体力ではなかなか困難性がございます。これま

でも県代行、あるいは県道昇格等を視野に入れながら

要請しておるところではございますが、いずれ実現に

は洋野町大野、九戸村とか、広域的な取り組みが必要

ではなかろうかと、かように考えてございます。いず

れ今後、用地、あるいは補償等に関しましても県代行

でやるにしても、市単独でその辺は賄わなければなら

ないというふうな状況もございますので、いずれ近隣

市町村とも連携をとりながらこの県代行、あるいは県

道昇格に向け、条件整備を図りながらお願いしてまい

りたいと、かように考えてございますので、ご理解を

賜りたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 13番皆川惣司君。 

○13番（皆川惣司君） 小栁議員さんの関連でお伺い

したいと思います。 

 市長さんは、所信表明の演述の冒頭で、地方分権や

財政が深刻な中で、従来にも増して自己決定、自己責

任、みずから律する自律が求められるとおっしゃって

おられました。また合併してよかったと思えるまちづ

くりには、従来の技法から脱却をし、新たな手法によ

る施策が必要だとも言っておられました。 

 さて、私からは地域コミュニティ振興についてでご

ざいますけれども、コミュニティの中心となるのが、

各自治会の活動ではないかなと思っておりますが、ま

さに自治体同様、みずから律しながら、みずからが自

立する精神、こんな精神が地域にもかなり認識されな

がら活動をしているものと私は思っております。しか

しながら、山形地区において合併してから３月末、各

自治会等で総会が行われましたけれども、いろいろな

組織を束ねている自治会であります。納税組合もその

中の一組合でありますが、この納税組合の補助金が５

年かけて基金支払いがなくなるということが会長さん

から話をされたわけであります。 

 そんな中で不満が続出したのは当然のことでありま

すが、それはもちろん合併に賛成したからとか、反対

したからとかいうことではなくて、地域の今からの生

き残りにかけての活動運営が自分たちに重くのしかか

るんだということからであります。合併後、同一方向

でいくことはわかっていても、この総会において皆さ

んに納得し得ないものがあったわけでございます。 

 そこで、旧山形村を対象とした地域コミュニティ振

興事業の推進に当たりましては、先ほどの小栁さんの

質問の中で、ハード３分の２補助、ソフト２分の１補

助の答弁がありましたが、この際、地域の皆様方の意

見を集約するならば限りなく負担の少ない事業になれ

ばなということを地域の代表に言われておるところで

ございまして、そういった地域のコミュニティ事業に

なるよう望むものでありますけれども、市長さんの考

えをお伺いいたします。 

 それから、ここに社会教育施設とか、公民館の類似

施設等の調査を依頼していただいた資料がございます。

111施設あるようでございますけれども、社会教育施

設という観点から、公民館、あるいは教育施設の運営

の方法とか補助の方法とか、いろいろあると思います

が、例えば山形地区には山形の総合センターがありま

す。あるいは地域の集落センター、また地区の公民館

の機能をする施設といったことでございます。いずれ

も山形地区においては７学区に７施設あるわけでござ

います。山形はご存じのとおり８学区でございます。

資料ではその一つが自治会立といいますか、市立でな
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いということでございますが、公民館が１館ございま

す。そういった中で、地域の公平を期する意味から、

この７施設は指定管理者制度に沿った運営の仕方を今

からしておくわけですが、この１施設についてもそう

いった制度に沿った何かの方向の創設は考えられない

ものかということをお伺いをしたいと思います。 

 次に、質問の12の２でございますが、生活基盤整備

の件でございます。 

 水道未給水地区の現状ですね、この解消の関連でご

ざいます。平成16年度末、旧久慈市と旧山形村を合算

して水道普及率を市の方から調べていただいておりま

す。久慈市として91.58％、この数字は岩手県の水道

普及率91.3％に相当するパーセンテージであります。

しかし、地区により相当の格差があります。山根地区

の21.98％、山形にあっては、来内、荷軽部、日野沢、

繋地区はゼロ％、まだ全然手つかずであります。これ

からでございますが、特にも現在日野沢地区では県営

の中山間事業を実施しておりますし、荷軽部地区にお

いてはこれからの計画があるということでございます

が、その他の全然手つかずのところ、あるいは進行中

で相談中のところもあろうかと思います。農業用の飲

雑用水、あるいは水道未給水地区解消事業とか、いろ

いろ事業があるかと思いますが、水道普及率ゼロ％の

地区の一日も早い解消を願うもので、それらの解消に

向けてのお考えをお伺いいたしたいと思います。 

 最後の質問でございますが、質問13番の４、生徒の

登下校時の安全対策についてであります。 

 先ほどは小学生の殺傷事件等を中心に防犯関係のご

質問で答弁がされました。私からは施設の安全につい

てお伺いしたいと思います。 

 学校周辺とか、あるいは教育用具、遊具を含めて、

特に学校は地区の中心であることから、各学校で地区

の一体となった取り組みを行っておるわけでございま

すが、特にも少人数の多い山形地区においては、全戸

がＰＴＡ会員になっているとか、例えば遊具の色を塗

ってあげたりとか、学区が地域を挙げて応援している

ところでございますが、いま一度、教育用具の遊具、

あるいは周囲の点検をするべきものではないかなとい

うふうに考えておるところですが、その考えをお伺い

したいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 大きく分けて４点ございまし

たけれども、私からは納税貯蓄組合、地域コミュニ

ティ振興事業、このかかわりについて答弁をさせてい

ただきます。その前に、納税貯蓄組合に対する補助、

これについては極めて限定的にしか補助できない、こ

ういった仕組みであることをぜひともご理解を賜りた

いわけであります。従前、例えば納税貯蓄組合等で研

修旅行等を行ったり、さまざまな活動を行ってきたと

ころであります。これまではそういったところに対す

る事業費を含めて補助されていたと、実態にあります

けれども、厳密に言えば、これらのことについてはで

きないということになっているわけであります。 

 近年、さまざまな補助事業等に対する国民の目の厳

しさといったものが増してきている中で、この納税貯

蓄組合に対する補助についても精査が加えられていっ

たということでございました。旧久慈市におきまして

は、それら国民の皆様の厳しい批判の中で見直しを行

い、極めて許された限定的な部分についての補助を行

うということに厳格化したところでございます。 

 その中で、合併により新たな市が誕生したわけであ

りますけれども、旧山形村においては、その極めて限

定的な補助の仕方をせずに、従来の補助の仕方を残し

てきておったというふうに私は認識をいたしておりま

す。したがって、今後合併によって新たな市となった

わけでありますけれども、極めて厳格的な補助の仕方

というものを行う必要が私はあるというふうに思って

おります。 

 ただしかし一方、納税貯蓄組合が果たしてきた地域

活動、これらの意義といったものを全否定できるもの

ではないというふうに思っております。したがいまし

て、これは別枠であるわけでありますが、地域コミュ

ニティ振興事業、これらは地域の例えば町内会組織で

あるとか、例えば納税貯蓄組合であるとか、また他の

地域振興を目的とする組織、こういったものに対して

支援をしていくというのが地域コミュニティ振興事業

であるわけであります。 

 したがって、例えば町内会、あるいは納税貯蓄組合

等が地域活動を行っていこうという場合においては、

この地域コミュニティ振興事業を大いに活用していた

だきながら、これまで納貯に対する補助というところ、

法定の補助といったところを補っていただく、こう

いった仕組みづくりを私ども考えたものでございます。 
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 先ほどの質問に関連いたしまして、山形地区と、そ

して久慈地区との1,800万円の配分についてお答えを

したところでありますが、その配分額については、こ

れらのことも勘案をしながら配分を決定しているとい

うことをご理解いただきたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨水道事業所長。 

○水道事業所長（嵯峨喜代志君） 水道の未給水地区

にかかわってのご質問にお答えいたします。 

 我々といたしますと、全市民に等しく安心で安全な

水を供給したいと、これは我々の理想でもあって目標

とするところでもございますが、詳しい数字について

は先ほど議員からお示ししていただいたとおりでござ

いますが、市長の方からもご答弁申し上げましたとお

り、今年度は久慈市の堀内地区、あるいは山形町の荷

軽部地区の給水に向けて今後整備を進める予定でござ

いますが、現在中山間整備で日野沢地区も着々と整備

が整ってきてございます。 

 いずれ一方におきましては、水道経営というふうな

部分も我々は課せられておりまして、その辺の現状を

見きわめながら、今後につきましても逐次、整備手法

等を勘案しながら未給水地区の解消に努めてまいりた

いと、かように考えておりますのでご理解を賜りたい

と存じます。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 私の方からは、先ほど地域

の活動拠点となっている集会施設等についてでござい

ますが、実はこの問題につきましては、去年でござい

ますが、岩手県公民館大会が当市で開かれまして、そ

の際にいろいろな議論の的になったのは、社会教育法

に基づく公民館施設の指定管理者制度についてでござ

いました。 

 そういったことで、これからは地区公民館について

もやはり地域の人たちが主体となって運営していくと

いう方向の流れになっていくのではないかと、そのよ

うに理解しております。 

 また、今指摘のように、例えば山形地区のさまざま

な集会施設、これは補助事業なりコミュニティなり、

消防なり、さまざまな補助事業等を用いて整備した地

域活動の拠点についてでございますが、これらについ

てもいわゆる市長部局の方とも十分協議してまいらな

ければなりませんが、公民館、あるいは類似施設等も、

例えば久慈にも80館を超える施設等があるわけですが、

そういったことも全体的な地域の活動の拠点となって

活動するためにどういう形がいいのか、これから検討

してまいりたいというふうに考えているところでござ

います。 

 それから、学校施設の安全管理、施設用具等の安全

管理につきましては、まさにご指摘のとおりでござい

ます。今後については点検、その他、万全を期してま

いりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（菊地文一君） 13番皆川惣司君。 

○13番（皆川惣司君） 市長からの納貯組合の件はわ

かりながらご質問申し上げました。要は地域コミュニ

ティ事業、これの負担があるものですから、今までの

経過から負担が多くなるという意味での質問と受け

とっていただきたいと思います。 

 そういう意味で、勘案して今回山形地区にやったん

だよということでありますけれども、今後ともそんな

地域の今までの状況を勘案してよろしくお願いしたい

なと思いますが、これについてももう１回答弁をお願

いしたいと思います。 

 それから、公民館の件でありますが、明治22年、山

形村が７カ村が合併して山形村になったということで

あります。また、久慈市においてもそのころ、今のそ

れぞれの地域である、例えば山根であるとか、大川目

でも、地区がいっぱいあったわけですが、その当時に

村になったということで、再度昭和の合併が行われて

今の久慈市になったと。山形村は同じような面積の地

域でありながら８学区の中でずっとやってきた。その

中で自治公民館を管理していくのに、もとの村の学区

が広い中でコミュニティを維持していくのは大変でな

いかなと、そういう思いでのご質問を申し上げました。

そういったことで、これからは、それぞれの地域で管

理していくんだよということでありますが、地域のい

ろいろな諸活動、地域のコミュニティを守る意味での

自治の関与というのも必要だと思いますので、その点

をもう一度お伺いをしたいというふうに思います。 

 それから、もう１点であります。今思いついたわけ

ですが、先ほど教育施設、もう１回点検してはという

ことでございますが、実は私は日野沢地区出身であり

ます。日野沢の小学校の前に、川を目の前にして橋が

あるわけですが、学校の分は柵をやってあります。で

すが、橋の欄干で、学校の柵の間に隙間があります。
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今はトラロープで危ないんだよということを示しては

おりますが、子供が自由に出入りできる状況にありま

す。そういったところは学校の前は市道日野沢学校線

になっておりますので、どこで管轄するかわかりませ

んけれども、いずれ学校の目の前ですし、危ないわけ

でありますから、これは今すぐ処置をしていただく事

項だと思いますので、点検の上でよろしくお願いした

いと思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 納税貯蓄組合、あるいはコ

ミュニティ振興事業等にかかわって、再度のお尋ねで

あります。 

 先ほど答弁で申し上げたとおり、ソフト事業につい

ては経費の３分の２、ハードについては経費の２分の

１と、こういった定めをいたしているところでありま

す。こういった定めをしたゆえんでありますけれども、

私、再々申し上げている行政と市民の皆さんとの協働、

この協働ということは行政から提案をし、ともに実践

をしていただくというケースもあるでしょうし、逆に

市民の皆さんから提案をしていただき、行政を巻き込

んで行うこともあるのだろうと、こう思っております。

同時に、みずからを律する自律、あるいは自己決定、

こういったことがなされなければ新市の力強い発展と

いうものは危ういものになってしまうだろうと、こう

いった思いがございます。 

 したがいまして、私は先ほどの若干の経費は確かに

生じることでありますけれども、そこをさまざまな意

見交換をしながら知恵を出し合って、一つの事業とし

てつくり上げていく、こういった努力が繰り返される

ことによって真の意味での地域コミュニティというも

のが輝いてくるものだろうと、このように思っており

ます。確かに経費負担が生じることは、これはつらい

ことであろうかと思いますが、それを乗り越えていく

ための努力といったものが今、最も重要なことなので

はないのかなというふうに思っておりまして、行政が

これを突き放すというスタンスではなくて、皆さんと

一緒に考えながら補助事業にふさわしい事業をつくり

あげていくのだと、こういったところに導くことがで

きればと思っておりますので、ご理解を賜りますよう

にお願いを申し上げたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 再度地域コミュニティの問

題についてお答えを申し上げたいと思いますが、ご指

摘のように、地域の崩壊といいますか、地域コミュニ

ティが崩壊しているということが言われています。こ

れが大きな課題となっているわけでございます。これ

がために例えば子供たちの安全の問題ですとか、ひと

り暮らしの方々の手助けですとか、地域の相互扶助の

問題ですとか、こういったものが希薄になっていると、

弱くなっているということが言われるわけでございま

すので、地域を再生し、地域力をつけるという意味で

も今指摘の点は重要であるというふうに考えます。 

 そういった意味で、これまで地域で取り組んできた、

努力してきたことが後退しないように、これから地域

力を向上するためにどういう形があればいいのか、例

えば新市においてコミュニティ基金の造成の事業等も

あるようでございます。さまざまなことを勘案しなが

ら取り組んでいきたいと、そのように考えております。 

 それから、日野沢小学校の近くの安全の問題があり

ましたが、これは私は十分把握しておりませんでした

が、調査の上、いずれが対応するにしてもいずれ安全

については万事を期していきたいと、このように考え

ております。 

 以上であります。 

○議長（菊地文一君） 答弁漏れはありませんか。な

いですか。 

 15番大久保隆實議員。 

○15番（大久保隆實君） 小栁議員の一般質問に関連

いたしまして、二、三、関連質問させていただきます。 

 私は、漁業についての質問をしたいと思います。 

 先ほど市長さんの方からるる説明はございましたけ

れども、私の方からも変わった視点で質問したいと思

います。 

 地域の水産物供給基盤整備事業に係る地元負担率の

軽減についてでございますが、未利用漁場を造成しよ

うとしても地元の負担率が高いために、なかなか事業

ができない状態であります。地元の負担率の軽減を

行って水産振興を図るべきと思われるので、ご当局の

お考えをお聞きいたします。 

 つくり育てる漁業を推進するには、負担率が高けれ

ば未利用の漁場も造成はできないと。そこで今国は、

50％の補助率ですが、受益者が50、やはりここは県、

市、組合が50の中の幾らかをもって我々零細漁民を救
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うような措置を講じていただきたいと、そのように考

えますので、市の考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 ２番目に、毎回議会があるたびに質問しているわけ

ですが、先ほど山議員さんもお話ししたとおり、私

もあと１年、組合の改選があと１年でありますので、

その前にやはり誘致漁船の接岸場所等についていろい

ろ前にも何回も言ってきましたけれども、係船場所の

確保に向けて対策を検討すべきと思いますが、その考

えは毎回、毎回、同じ答弁が返ってくるわけでござい

ますが、これを県に要望してひとつよろしく進めてい

ただきますことをお願いいたします。 

 ３点目は、養殖漁業個人への市の単独補助制度の創

設について、過般、皆さんご承知のとおり、野田村で

は養殖漁業者に対して個人的に補助しております。そ

れを当地域では昭和40年代から養殖漁業、ワカメ、ホ

タテを中心に小袖、二子、両地区において40名ぐらい

で盛んに行われてまいりましたが、老齢化とともに後

継者不足等がありまして、現在、４名でわずかなワカ

メ、ホタテの養殖を行っているわけでございますが、

これについて後継者の育成のためにも市当局の補助が

認められないのかどうか、考えていないのか、お知ら

せ願います。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ３点のお尋ねがありました。

その中で私から２点ほど概略についてお話をさせてい

だき、詳細、それからその他の残る一つの質問につい

ては部長等から答弁させますので、ご理解いただきま

す。 

 最初に、漁場整備の負担軽減、こういったことにつ

いて概略をお話しさせていただきます。 

 これは従来、まさに負担金という形でご負担をいた

だいておったものであります。その後、税制上のこと

などから寄附金としていただくと、こういうふうに変

化してきているものでございます。そしてその事業費

の負担割合でございますけれども、平成８年までは

５％であったものが、現在では2.5％のご負担をいた

だくということに軽減を既にいたしているところでご

ざいます。 

 同時に、久慈市がかかわるこの漁場整備等について

は４カ所ほどあるわけでありますが、初めてこのたび

取り組むことがそのうちの１カ所が決まってきた。す

なわちこれから始まる事業であるわけであります。他

の市町村等については、さらに軽減を図っているとこ

ろもあるようでありますけれども、これは既に事業が

進んでいって、相当にご負担をいただいた後での軽減

ということにもなっているようでもございます。そう

いったさまざまなことを考えながら、先ほどの答弁で

は今後の課題であるというふうに答弁をさせていただ

いたところでありますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。 

 それから、船だまりのことについてでございます。

これらについては毎回同じ答弁であると、このように

言われたところでありますが、私ども確かに誘致漁船

等が来ていただくことによって船だまりが大変混雑し

ているということで、これは県に対しまして、港湾管

理者であります県に対しまして、その改善についてお

願いをしてきたところでございました。その結果、平

成17年度に県の港湾計画、それの軽微な変更を認めて

いただいて、今後、掘り込み港湾の場所に船だまりを

移設をしていく、こういうことになるものであります。

計画はそのように変更になったものでありまして、今

後この変更された計画に基づきまして整備を進めてい

くということになります。 

 ただ若干、県に一生懸命お願いはしているんですが、

調査事業から本格事業まで若干の時間はあるというふ

うに伺っているところでありますので、漁業協同組合

等々、関係者の方々と一体となって県に強く要望して

まいりたいと、このように考えておりますので、ご理

解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） それでは、私からは

地域水産物供給基盤整備事業の事業内容についてお答

えを申し上げます。 

 これは県事業で整備しようとするものでございまし

て、県が90％、それから市が10％の負担でございます。

地元負担と申し上げますのは、ただいま議員がおっ

しゃった2.5％というふうな仕組みで事業を進めよう

とするものでございます。 

 それから、養殖事業に対する個人への支援というふ

うなことでございますが、これにつきましては、現在

考えてはございません。今後財政事情等を勘案しなが

ら研究をしてみたいと、このように考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 15番大久保隆實君。 
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○15番（大久保隆實君） 今、中森部長の方から養殖

事業に対しての補助は考えておりませんということで

ございますが、小さい野田村でさえもやるとき、なぜ

久慈市ができないのか、お聞きしたいと思いますが、

今、先ほど言ったとおり、二子地区と小袖で40名ぐら

いでやってきたわけですが、それが現在４名なんです

よ。しかも今年度はワカメが低価格で１回だけで終

わっています。養殖の稚子の販売でようやく４名が生

活しているような状態でございますので、やはりデー

リー東北の新聞を見まして、養殖の方々から、今度の

議会でこれを言ってくれということも言われて、きょ

う言っておりますが、やはり漁業者に対しても助成す

べきではないでしょうか。 

 あと１点、観光のことでございますが、私のところ

には、北限の海女という海女がございますが、これも

やはり役所からの予算等が厳しいために、生産部が多

大の負担をしてやっているような状態でございますが、

これも限界でございます。やはりこれを市長、助成を

ふやす考えはございませんか、お聞かせください。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） すみません、ご質問の趣旨、

とらえきれないままに答弁をすることになろうかと思

いますが、漁業者に対して支援をすべきではないのか

ということでありますが、養殖漁業者に対してという

ことでございましょう。先ほど部長からも答弁をいた

しましたとおり、実態的には、今、養殖漁業者に対す

る支援というものを直接には行っていないわけであり

ますが、系統といいますか、組合等を通じて漁業全体

に対する支援、こういったことは行っているところで

ございます。お隣の野田村がどういった理由でもって、

理由といいますか、理念でもってどのような支援を具

体的に行っているのか、これらについては我々も研究

をしながら、久慈市としてできるのか、できないのか、

これについては研究をしたいと、このように思ってお

ります。 

 それから、北限の海女フェスティバル、これらの振

興についてでありますけれども、私ども行政として行

うべきは、本来はこの後継者育成なのではないかなと、

このように思っております。ただ、なかなかに厳しい

お仕事でありますので、後継者確保も難しい点がある

と、このようにも伺っているところでございます。し

たがって私どもは今後観光面から、北限の海女確保対

策事業といった形で、観光面からの振興を考えている

ところでございます。 

○議長（菊地文一君） 23番八重櫻友夫君。 

○23番（八重櫻友夫君） 小栁議員の質問に関連しま

して、何点か質問させていただきます。 

 まず、１点目は、先ほど大矢内議員も質問されまし

たんですが、産業振興の菌床シイタケ栽培についてで

あります。先ほど市長の前向きな答弁をいただきまし

て、栽培農家の人たちは大変喜んでいるのではないの

かなと思う一方、やはり一つのブロック、シイタケの

ブロックですが、１個当たり大体300円、そして１棟

に6,000個入る計算でいくと180万、１年にかかるんだ

そうです。そのうち、私にすれば半分ぐらい市の方で

補助してくれれば生産農家にとっては大変助かるので

はないかなという思いから質問させていただきますが、

先ほどの市長の答弁では、組合をつくって、そこに支

援していきたいという話をいただきました。そういう

のであれば、私は早急に組合をつくるようにその栽培

農家の人たちに働きかけるべきではないのかなという

思いがありますので、その点をお聞きしたいと思いま

す。 

 また一つは、市で第三セクターをつくって菌床シイ

タケのブロックをつくることはできないのか、その点

もあわせてお伺いしたいと思います。 

 次に、街なか再生核施設整備計画の街の駅・久慈に

ついてでございます。 

 これは、私は、計画はどんどん進んでいるようでは

ございますが、私は市街地活性化のためには、やはり

こういうのは必要だということは思っております。た

だ、場所の設定については、果たしてどうなのかなと

いう思いから質問させていただきますが、私の聞くと

ころによりますと、市民の方の声は賛成という話は私

はなかなか耳に入ってきません。不安で反対の声や、

また建てることに対して不安な声、そして将来、果た

してそこに建ててよかったのかと、後悔をしないのか

というような声も聞きますし、そういう点、大変心配

しているところでございます。 

 そこで、市当局の考えとしては、そのような声を聞

いているのか、聞いていないのか、いずれ予算計上し

ていることですから前向きに考えているんだとは思い

ますが、そういう一般の市民の声を聞いていないのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 
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 また、一つ確認ですが、以前に答弁でお客さんの人

数が洋野町種市の産直センター並みに入るんだという

答弁をされているような感じがしていましたんですが、

それ、私の方の聞き間違いであるか、その点を確認し

ておきたいと思います。 

 次に、土木行政の道路整備についてでございます。 

 私が質問したのは３点ですが、３点とも何億という

金がかかりまして、その３点とも工事をやれば20何億

という金がかかる先ほどの答弁をいただきました。そ

ういう中で、まず１点目は、先ほど大矢内議員がお話

しされましたんですが、この山形町繋から山根町の深

田地区までの線、これについては大矢内議員は、旧山

形村の議員のときに一生懸命議会で発言をして、山形

分については十分立派な道路となっております。 

 その一方、久慈側分、旧久慈市分、930メーターあ

るんですが、まだ未整備であると。私は１億数千万、

そんなに金をかけなくてもできるのではないかなとい

う思いがあります。民家があって、そこを買収しなけ

ればならないわけでもないですし、山道路と言えば大

変失礼ですが、勾配もないところでもありますので、

早急にやろうと思えばすぐできるのではないのかなと

いう思いです。なぜかといいますと、先ほど川又線の

話もありました。旧山形村、そして旧久慈市をつなぐ

道路として大切だという話も聞きましたんですが、私

は一人の合併協議会の委員としてかかわってきた経緯

からいきますと、旧山形村と旧久慈市が合併して新し

い久慈市になったわけですから、早急にできるものと

なれば私はこの道路が一番最初ではないのかなという

思いです。本年度あたり、早急に予算措置をしまして

用地買収をしてもそんな多額な金額はかからないと思

いますので、その考えがないのかお伺いしたいと思い

ます。 

 先ほど部長の答弁では、重要性とか、緊急性という

話になるんですが、そうなればどんどんおくれていく

というような状態ですが、いずれ合併しましたのです

から、何か一つやったんだというのを私は市長の方か

ら見せていただきたいと思いますので、その考え方を

お伺いしたいと思います。 

 それから、土木行政の道路整備の２点目ですが、市

道川代繋線、これも７億8,000万ほどかかると。これ

も以前から質問させていただいております。ただ、こ

の路線については大雨が降るたびに、市当局の建設部

長さん等には大変ご迷惑かけて、ご配慮もいただいて、

早急に整備はしてもらっておりますことを地域住民、

大変感謝していることは申し上げておきます。 

 さて、この路線ですが、先ほど答弁がありましたん

ですが、珪石のダンプが通りまして、雨が降れば、道

路に土砂が流れてきて、下流の農業用水路に入るか、

または市道小久慈線の上流に流れ出てくるというよう

な状態でございます。 

 そういう観点から、雨が降るたびに大変心配してい

るところでもありまして、床上浸水のおそれもあると

ころでございます。これをやはり私は市道整備でだめ

なのであれば、林道の整備という方向を変えて取り組

む方法もあるのではないのかなという思いがあります

ので、旧山形村さんでは、そのような形でも取り上げ

たりした経緯もあるようですので、そちらの方も参考

にしながら早急にこれは整備に取りかかっていただき

たいと思いますので、考え方をお伺いします。 

 最後ですが、市道日吉町宇部線、これは私も議員に

なりまして16年目になりますが、当初から質問させて

いただきました。そのたびに、最初はよかったんです

が、そのうちに県立病院があの場所にできるといいま

したら、その道路網の整備にお金がどんどんいく、そ

して今度は久慈東高校ができますと、今度は久慈夏井

線の方に話がいくというようになって、だんだんこの

話題が途切れてくるような状態になりまして、大変寂

しく思っております。でもその一方、先ほど市長の答

弁では、長内川にも橋をかけなければならない、そし

てまた大沢田川にも橋をかけなければならないという、

今までにないお話をいただきまして、大変うれしくは

思うのですが、市道として大変であれば、私は国道45

号と国道281号を結ぶバイパス路線として県の方にお

願いをして、県道昇格にしてやってもらえないのかな

という思いもありますので、その点をお伺いしたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） それでは、菌床シイ

タケにかかわってお答え申し上げます。 

 ただいま生産者の協同、あるいは組合等の設置につ

いて早速取り組むべきではないのかというふうなご提

言でございます。これにつきましては、生産者の皆さ

んとの意見交換等を進めながら把握に努めてまいりた
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いと、このように考えてございます。 

 それから、第三セクターの設立の考えはないのかと

いうことでございますが、確かに岩泉町では第三セク

ターでこのような形態で運営しているというふうなこ

とは聞いてございます。ただ、これにつきましてもか

なりの多額の投資が必要でございますので、生産者、

あるいは関係者等と、これまた意見交換をしながら研

究をしてみたいと、このように考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 街なか再生について

お答えを申し上げたいと思います。 

 中心市街地活性化のためにこの施設の整備をすると

いうことでございまして、これまで議員ご案内のとお

り中心市街地におきまして数箇所において候補地に

なったわけでございます。いずれも具体な立地検討を

行ってまいったわけでございますが、諸条件が整わな

くて実現に至らなかったというところでございます。

今回の場所につきまして、いろいろな市民の多様な意

見があるというふうなご指摘でございますが、この場

所の選定に当たりましては、街なか再生のための関係

者の協議によりまして選定をされたものでございまし

て、私どもとしては選定された場所について、民間と

行政が一体になった施設を整備いたしまして、街なか

の再生に取り組みたいと、このように考えているもの

でございまして、私どもはこのつくっていく施設、そ

れから中心商店街、各商店街、11商店会あるわけでご

ざいますが、そういった方々がこの施設をどのように

位置づけ、またみずからがどのような経営戦略を立て

ながら相互に活用し、相乗効果を高めていくか、そう

いった視点が大変に重要であるというふうに認識をい

たしているところであります。 

 それから、もう１点でございましたが、種市の産直

ふれあい広場の利用の関係等でございますが、これに

つきましては、いろいろな議論の中で近在にある施設

の利用状況の数値を公表したというふうに理解をして

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 市道整備にかかわりま

して、ご質問いただきましたんですが、深田長根線に

つきましてのご質問で着工できないのか、着工の見通

しはいかがなものかというふうなことのご質問でござ

いますが、先ほど大矢内議員にもお答え申し上げたと

おりでございますが、いずれ必要性、重要性等を勘案

しながらこれまでも整備を逐次図ってきたところでは

ございます。毎回同じような答弁で大変恐縮に思って

ございますが、いずれその必要性というものは十分に

認識してございます。 

 ただし一方では財政というふうなものも考えてまい

らなければならない部分もございます。何回も申し上

げてございますが、100を超える路線を皆さんから生

活に直結した生活道までご要望いただいているところ

でございます。これにつきましても今年度着工をした

らというふうなお話でございますが、現在のところ、

着工の見通しは立ってございませんので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

 それから日吉町宇部線の延長につきまして県道昇格

を要望したらというふうなことでございますが、県に

おきましてもなかなか道路整備の状況は公共事業の縮

減等、かなり厳しい状況にございます。現在、久慈夏

井線につきましても先ほどご答弁申し上げたように、

県道昇格、あるいは県代行というふうな整備手法を

もって整備をお願いしているところでございます。こ

れからはそのような形での状況がありますもので、県

道昇格というのは非常に困難かと、かように思ってご

ざいます。 

 それから、川代繋線でございますが、これの整備に

つきましても市長の方からご答弁申し上げましたとお

り、非常に厳しい多額の事業費を要するというふうな

状況もございます。議員おっしゃいましたように、そ

れから来る排水路の整備等にも難儀しているような状

況にございますが、いずれその辺の排水路等も維持管

理につきましては十分意を用いながら住民の方々に不

安を与えないような状況で取り組んでまいりたいと、

かように考えてございますのでご理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（菊地文一君） 23番八重櫻友夫君。 

○23番（八重櫻友夫君） なかなか財政事情が厳しい

というのは、私も聞かなくてもわかりますが、やはり

前向きな答弁を私はいただきたいなという思いです。 

 部長から今答弁はいただきましたんですが、この道

路整備の関係で、大矢内議員もお話ししましたんです

が、合併協議会の委員、もとの委員として、また市長
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は会長としてこの山形町繋と山根町深田地区の930

メートル、これは私はそんなに考える金額にならない

のではないかなと思いますので、これは早急に前向き

に検討したいとか、職員に研究させてみるとかという

答弁を私はいただきたいと思いますが、市長の考え方

をお伺いしたいと思います。 

 それから、この市道川代繋線、これについても部長

もご理解しているようですのでわかりました。私はこ

れを聞きたかったのは、市道でできないのであれば林

道に変更してやるのも方法ではないのかなということ

を聞きましたので、それについてあわせてお伺いした

いと思います。 

 それから、菌床シイタケですが、部長の答弁では、

生産者の皆さんから意見を聞きたい、それからまた第

三セクターについては研究してみたいという答弁がご

ざいました。これは私は市もそうだと思うんですが、

県の方でもそうだと思うんですが、やるときはどんど

んやりなさい、やりなさいと進めるのが役所なんです

よね。最後に困ってくるのが、始めた人が困るわけで

す。ですから困らないように私は責任を持って補助し

てあげるとか、ブロックが高いというのであれば第三

セクターでも何かでもつくって、そして安く分けて与

えるような、最後まで責任を持っていただくような私

は指導というのは必要だと思いますので、部長の答弁

ではわかりましたんですが、早急にこの対応は考えて

いただきたいと思いますので、再度お願いいたします。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 道路整備についてでございま

す。ことにも深田長根線等々、930メートル区間につ

いてでございますが、議員ご指摘のこの私どもが見込

んでおります１億8,000万円、かからないのではない

かと、こういったご質問であります。かかるかかから

ないかについては十分に検討して、もしかからないの

であれば、それは１メートルでも早く進めることがで

きると、こういうことにもなりますので、そういった

試算の見直しについても十分に検討してまいりたいと

考えております。 

○議長（菊地文一君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 菌床シイタケでござ

います。このことにつきましては、生産者の方々が安

定した経営ができるような方策、方法等について再度

具体に研究してまいりたいと、このように考えてござ

いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 答弁漏れはございませんか。

ないですか。 

 続けてやってください。 

○農林水産部長（中森健二君） 川代繋線を林道整備

でできないかというふうなことでございますが、これ

については、勉強してみたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○議長（菊地文一君） 以上で本日の議事日程を終了

します。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後４時33分   散会 
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