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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。 

 会議に入る前に欠席の通告者がありましたので、皆

さんにご報告申し上げます。 

 欠席通告者は、15番大久保隆實議員、28番蒲野寛議

員、29番清水崇文議員、33番宮澤憲司議員、35番東繁

富議員の５名であります。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 一般質問 

○議長（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。新政会代表、澤里富雄君。 

〔新政会代表澤里富雄君登壇〕 

○３番（澤里富雄君） 平成18年第５回定例会が開催

されるに当たり、新政会を代表して、市政を取り巻く

諸課題について一般質問を行います。 

 今任期最後であろう登壇しての質問の機会を与えて

くださいました同僚議員、新政会の皆様方に感謝を申

し上げ、通告に従い順次質問を行います。 

 第１の質問は、３圏域連携懇談会についてでありま

す。 

 八戸、久慈、二戸地域は、歴史的にも深いつながり

を持ち、経済圏、生活圏はもはや一つであり、民間レ

ベルにおいても古くから経済や観光面等において交流
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があり、連携への土壌は成熟していると思いますが、

久慈、二戸、八戸３圏域連携懇談会の具体的な内容を

お伺いいたします。 

 第２の質問は、市町村合併について。 

 旧合併特例法で58市町村から35市町村に再編され、

このたび県が新たに八つの合併枠組みを推進構想で示

されました。枠組みを示した以上、県としても責任を

持って、枠組み内の地域づくりを推進すべきだと思い

ます。 

 また、当市の場合、３月６日に旧山形村と久慈市が

合併し、半年しか経過しておらず、現下の評価もでき

ていない状況の中、合併推進構想が示されたわけです

が、広域合併に向けた考え方と今後の取り組みについ

てお伺いをいたします。 

 第３の質問は、財政指標についてお伺いいたします。 

 首都圏、中京圏等景気がよくなったと報道されてお

りますが、久慈市の雇用情勢が依然として厳しく、市

税や地方交付税の減少があり、扶助費の増嵩等、財政

環境が厳しさを増す中、経常収支比率、公債費比率、

財政力指数、人件費比率、それぞれの財政指数をお伺

いいたします。 

 第４の質問は、ゼロ市債の活用についてお伺いいた

します。 

 最近は公共事業の削減ばかりが大きく取り上げられ

ている中、地域経済への影響を考えた場合、制度とし

てあるゼロ市債を活用して、市営工事発注の平準化及

び雇用の確保に活用すべきと思いますが、考えをお伺

いいたします。 

 第５の質問は、実勢価格と固定資産税の関係につい

てであります。 

 市内中心市街地と周辺地域との土地実勢価格が景気

低迷の中、現状に対して適正に評価されていないと市

民の声が多数あるが、土地実勢価格と固定資産税の関

係についてお伺いをいたします。 

 第６の質問は、久慈市役所支所の存続についてであ

ります。 

 支所は、市の総合出先機関として本庁と地域住民の

利便性の向上を図るとともに、地域コミュニティの形

成に重要な役割を果たしていると思います。宇部、山

根、侍浜の各支所が今後存続されるのかお伺いをいた

します。 

 第７の質問は、福祉行政について。 

 65歳以上の高齢者に適用された老齢者控除の廃止、

公的年金等控除の縮小、地方住民税の引き上げ等によ

り、高齢者に与える影響についてお伺いをいたします。 

 第８の質問は、「認定こども園」について。 

 親の就労状況を問わず、ゼロ歳から受け入れ、保育

と幼児教育を一体的提供し、地域での子育て支援の役

割を担うこども園制度が年内に開始されるが、詳しい

内容についてお伺いをいたします。 

 第９の質問は、県立久慈病院の医師不足解消に対す

る医師の確保について、市の対応をお伺いいたします。 

 第10の質問は、農業振興について３点お伺いいたし

ます。 

 １点目は、７月の低温経過で水稲の生育状況のおく

れが心配されましたが、８月２日の梅雨明け後の高温

で順調に生育しているものと思いますが、水稲の生育

状況と大根など野菜の農作物に与えた影響についてお

伺いをいたします。 

 ２点目は、ホウレンソウに次ぐ新作目の導入として、

リンドウの実証栽培を継続して取り組んでまいりまし

たが、どのような結果の見通しを持っているのか、ま

たそれを踏まえて、今後の活用等対応についてお尋ね

いたします。 

 ３点目は、ホウレンソウに次ぐ作目として、それぞ

れの経営形態、労働力にあわせ、複数の作目の導入が

必要と思うが、これまでどのような取り組みをしてき

たのか、その実績と今後の指導方針と支援策をお伺い

いたします。 

 第11の質問は、水産振興について、２点お伺いいた

します。 

 １点目は、平成14年に漁港法を改正して、新たな漁

港漁場整備法によって策定された漁港漁場整備長期計

画は18年度で終了するわけですが、19年度からの次期

漁港漁場長期計画策定状況についてお伺いをいたしま

す。 

 ２点目は、昨年エチゼンクラゲの大発生により、当

市の漁業者に多大な被害をもたらしました。ことしエ

チゼンクラゲ対策がどのようにとられているのかお伺

いをいたします。 

 第12の質問は、中心市街地活性化について、２点お

伺いいたします。 

 １点目は、去る７月22日に改正された中心市街地活

性化法が施行されたことにより、基本計画策定に当た
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り、中心市街地活性化協議会発足に向けたこれまでの

取り組みと今後の手順についてお伺いをいたします。 

 ２点目は、物産館等街なか再生核施設計画の一部と

して、株式会社街の駅・久慈で進めているレトロ通り

整備事業に関し、現在までの進捗状況についてお伺い

をいたします。 

 第13の質問は、観光振興についてお伺いいたします。 

 去る８月24日に３圏域連携懇談会において協議、合

意された広域観光に大きく期待されます。これまでも

広域観光の必要性については議論され、一部では実施

されてきておりますが、さらに積極的に進めるための

具体的取り組みについてお伺いをいたします。 

 第14の質問は、土木行政について、６点お伺いいた

します。 

 １点目は、野田村運動公園、久慈工業高校と市道田

子沢線を結ぶ道路整備について、このことは以前にも

質問しましたが、この路線は野田村との相互交流、連

携、さらには災害時の緊急路線としても重要な路線と

考えますが、この道路整備計画の考えがないかお伺い

をいたします。 

 ２点目は、市道大尻川原屋敷線の改良工事ですが、

この路線は優先整備市道に位置づけされている重要な

路線であります。改良工事の進捗状況をお伺いいたし

ます。 

 ３点目は、市道小久慈線、長内橋左岸交差点につい

て、観光バス等大型自動車のスムーズな通行のため、

交差点の拡幅、改良が望まれておりますが、その見通

しについてお伺いいたします。 

 ４点目は、長内町地内の久慈川右岸に沿う市道長小

通り線と市道久慈港線は、買い物客等通行量が多く、

重要な路線であり、早急に整備し、市民の利便を図る

べきと思いますが、整備計画についてお伺いいたしま

す。 

 ５点目は、市道山岸線と市道下山線の交差部から享

和病院入り口までの道路改良についてお伺いをいたし

ます。 

 ６点目は、新都市計画法についてですが、まちづく

り三法の一つである改正中心市街地活性化法が施行さ

れたことにより、改正都市計画法も来年秋までに段階

的にスタートされますが、それに向けての当市の対応

についてお伺いをいたします。 

 第15の質問は、教育行政について、３点お伺いいた

します。 

 １点目は、県立久慈工業高校の学科改編計画につい

て、岩手県教育委員会から2007年度県立高校学科改編

計画案がこのほど発表されました。その中で県立久慈

工業の土木科、建築科が統合され、建設環境科２学級

を新設する再編案が出されました。学級数が変わらな

いものの、将来的に１学級にされ、最終的には久慈工

業を縮小させる意図がうかがえるが、当地域にとって

土木、建築は重要な分野であり、広域一丸となって守

っていかなければならないと思いますが、考えをお伺

いいたします。 

 ２点目は、小規模校対策についてお伺いいたします。

少子化を背景に、特に市内の小規模校は思うように部

員を確保できず、バレー部、サッカー部等の団体競技

の学校クラブの編成ができない状況にあります。子供

たちが大規模校、小規模校を問わず、クラブ活動に取

り組める環境整備と対策が必要と思いますが、考えを

お伺いいたします。 

 ３点目は、市内プールの安全対策について。埼玉県

ふじみ野市の市営流水プールで小学２年生の女の子が

吸水口に吸い込まれ死亡するという痛ましい事故があ

りました。この事故を受け、各自治体がプールを点検

したところ、排水口のふたが固定されていないなどの

ふぐあいが見つかり、安全対策が徹底していない実態

が浮かび上がったとのことです。久慈市内のプールの

安全対策についてお伺いいたします。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（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） 新政会代表、澤里富雄議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に３圏域連携懇談会についてでありますが、日

常生活圏の広域化や地方分権改革の進展、人口減少時

代の到来など、社会経済環境の変化に対応するため、

広域的視野に立った地域振興に努める必要があります

ことから、久慈市、二戸市、八戸市及び岩手県並びに

青森県を構成員とする懇談会を設置したところであり

ます。 

 去る７月24日に第１回懇談会を八戸市で開催したと

ころでありますが、安全・安心など６分野にわたりま

して、意見交換がなされたところであり、防災協力体

制や広域観光連携など７項目について具体的に検討し
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ていくことで意見の一致を見たところであります。 

 現在10月下旬に久慈市で開催されます第２回懇談会

に向けて、専門会議を設置いたしまして、具体的施策

に関して協議・検討を続けているところであり、今後

施策の具体化に向け鋭意努力してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、市町村合併問題についてお答えをいたします。 

 地方分権の進展、多様化・高度化する広域的行政課

題への対応、厳しい行財政運営が市町村を取り巻く共

通の課題となっているところでありますが、岩手県で

はこれらに対応するための有力な手段として市町村合

併を推進いたします「自主的な市町村の合併の推進に

関する構想」を本年４月28日に策定、久慈広域４市町

村を一つの行政体として構想しているものであります。 

 私は４市町村合併が理想と考えておりますが、当市

はご指摘のとおり本年３月に合併して間もないところ

でもあり、合併の成果や評価を整理することが肝要で

あり、またその検証を通じた取り組みが必要であると

も考えております。このような状況下にありますこと

から、検討の必要性を認識しながらも、今後の推移や

情勢を見きわめまして判断し、対応してまいるべきも

のと考えております。 

 次に、財政指標についてお答えをいたします。 

 平成17年度普通会計決算で申し上げますと、経常収

支比率が88.7％、公債費比率が17.8％、財政力指数が

0.36、人件費比率が19.0％となっております。 

 次に、ゼロ市債の活用についてお答えをいたします。 

 ゼロ市債につきましては、平成10年度まで市営工事

につきましては、季節変動の平準化や国の景気対策に

対応し活用していたところであります。ゼロ市債は、

市営工事の平準化に有効な手段であると認識している

ところでありますが、その活用につきましては、地方

財政計画など今後の国の地方財政対策を見きわめなが

ら対応してまいりたいと考えております。 

 次に、実勢価格と固定資産税の関係に関するご質問

についてお答えをいたします。 

 まず、固定資産の評価につきましては、原則として

基準年度、３年ごとに評価がえが行われますが、基準

年度に評価がえを行っており、今回の基準年度は平成

18年度であります。市長が決定する固定資産の土地の

価格は、固定資産評価基準、これに基づき、売買実例

価格をもとに算定をいたしました正常売買価格を基礎

として求めるものであります。ちなみに平成６年度の

評価がえから宅地の価格は、地価公示価格の７割をめ

どに均衡化・適正化を図ることとされているところで

あります。 

 また、基準年度以降の土地の価格につきましては、

７月１日時点に実施いたしております地価調査を活用

いたしまして、地価下落がある場合は、市税条例附則

第11条の２の規定に基づき、価格修正を行い、翌年度

課税に反映することになっております。 

 なお、中心市街地の土地価格を平成15年度、前回基

準年度と比較してみますと、二十八日町の標準地では

１平方メートル当たり７万1,400円で32％の下落、本

町通りでも５万7,750円で21％と、いずれも下落して

いるところであります。 

 次に、宇部、山根、侍浜の各支所の存続についてで

ありますが、これら支所は昭和29年11月、２町５カ村

の合併により市制が施行されたのを機に設置された支

所であり、地区における行政の総合的な窓口としての

役割を初め、保健・福祉・社会教育や公民館事業など、

コミュニティ活動の中枢的な機能を有し、地域にとっ

て欠くことのできない大きな役割を担ってきているも

のと認識をいたしているところであります。このこと

から、今後とも地域に開かれた利用しやすい施設とし

ての管理運営等に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 老年者控除廃止に伴い、高齢者の生活に与える影響

についてでありますが、主に介護保険料に影響が出て

おり、65歳以上の約１割に当たる958人が所得段階上

昇に伴い保険料が高くなったと久慈広域連合から伺っ

ているところであります。 

 次に、「認定こども園」についてお答えをいたしま

す。 

 本年６月15日に公布されました「就学前の子どもに

関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法

律」によりまして、認定こども園が制度化されたとこ

ろであり、同制度は本年10月１日から施行されること

となっております。 

 認定こども園制度は、就学前の教育・保育を一体と

してとらえ、一貫して提供する新たな枠組みであり、

ゼロ歳から就学前の児童すべてを対象に、保育に欠け

る子も欠けない子も受け入れる、都道府県知事が認定

する施設となっております。 
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 その機能は、就学前の子供に対して教育・保育を提

供するとともに、地域における子育て支援を行うもの

であり、幼稚園や保育所等に毎日通う子供ばかりでは

なく、専業主婦世帯も含めた地域の子供すべてを対象

として、集いの場の提供や相談に対する助言等を行う

ものとされております。 

 なお、利用方法につきましては、利用者と施設との

直接契約により利用することとされており、利用料に

つきましても施設が決定するものとされているところ

であります。 

 次に、県立久慈病院の医師確保についてお答えをい

たします。 

 岩手県立久慈病院では、４月から麻酔科の常勤医師

が、また７月からは耳鼻咽喉科の常勤医師がそれぞれ

不在となっております。 

 市といたしましては、麻酔科の常勤医師が不在とな

る情報を得まして、３月24日に岩手県立久慈病院長に

対し、麻酔科の常勤医師の継続配置と外来の存続を要

望したところであります。 

 また、７月19日には麻酔科、耳鼻咽喉科と相次ぐ常

勤医師の不在を受けまして、岩手県医療局長に対し、

麻酔科及び耳鼻咽喉科の常勤医師の早期配置と小児科

など各診療科の現在の常勤医師数を確保するとともに、

深刻な医師不足解消のための抜本的な医師確保対策を

講じるよう要望したところでもあります。 

 岩手県立久慈病院からは、麻酔科及び耳鼻咽喉科と

も岩手医科大学の医局員がふえた場合、優先的に常勤

医師を派遣すると岩手医科大学から確約いただいてい

ると伺っておりますが、今後とも岩手県立久慈病院の

医師配置の動向等を注視しながら、医師確保について

関係機関に要望してまいりたいと考えております。 

 なお、岩手県市長会及び町村会は、８月25日に県及

び岩手医科大学に対しまして、また８月30日には国に

対しまして、地域の医師不足解消のため岩手医科大学

医学部の定員増を求める要望書を提出していたところ

でありますが、このたび国は平成20年度から定員増を

認めるとの決定をしたところであります。 

 次に、農業振興についてお答えをいたします。 

 まず、７月の低温による水稲の育成状況と農作物へ

の影響についてでありますが、水稲の生育調査を行っ

た結果、「かけはし」に若干の不稔障害が見られたも

のの、８月に入ってから天候が回復したことにより、

ほぼ平年並みに推移していると久慈農業改良普及セン

ターより伺っているところであります。 

 また、その他の作目を見ますと、ホウレンソウ、小

菊に生育不良が見られるものの、現時点では特に大き

な影響はないとのことであります。 

 次に、リンドウの実証栽培についてでありますが、

本実証事業は平成16年度に着手し、本年度から本格的

な生産が始まっているところであります。 

 現時点での実証栽培の状況でありますが、７月の日

照不足の状況にもかかわらず、草丈、花芽等も順調に

育成しておりますことから、当地方の気象条件に合致

するものと考えております。また、価格面におきまし

ても、高値では１本60円程度の販売実績であり、評価

できる額であると、このように久慈農業改良普及セン

ター及びいわてくじ農業協同組合から伺っているとこ

ろであります。 

 このことからも、本年度の成果の検証結果を生産者

に提供するなど、産地形成化に向けた取り組みについ

て、生産者、関係機関・団体等と協議してまいりたい

と考えております。 

 次に、ホウレンソウに次ぐ振興作目についてであり

ます。 

 ホウレンソウは、久慈地方を代表する主力作目であ

りますことから、この振興拡大に全力を挙げることが

肝要であると認識しているところでありますが、次な

る戦略作目を選定し、定着させることもまた重要であ

ると考えております。 

 現在ホウレンソウに次ぐ振興作目として、市ではリ

ンドウ栽培の実証事業に取り組んでいるところであり、

この検証をさらに進めてまいりたいと考えております。 

 また、いわてくじ農業協同組合では、キュウリ、シ

ュンギク、小松菜、菌床シイタケ、花卉の生産拡大に

前向きに取り組んでいるところであり、その平成17年

度系統販売額は、キュウリが2,405万円、シュンギク

が637万円、小松菜が1,071万円、菌床シイタケが１億

417万円、花卉が157万円となっていると伺っておりま

す。 

 今後につきましても、生産者、農協、関係機関と一

体となって、生産者が意欲を持って生産に取り組む作

目の振興につきまして、引き続き取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、水産振興についてお答えをいたします。 
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 まず、次期漁港漁場整備長期計画の策定状況につい

てでありますが、現在国におきましては、平成19年度

を初年度とする次期漁港漁場整備長期計画を策定中で

あり、来年３月までに水産政策審議会の答申を経て閣

議決定することとされております。 

 久慈市におきましては、平成14年度から平成23年度

までの10カ年の岩手県水産基盤整備基本計画をもとに、

地元漁業者の要望等を踏まえ、基本計画内容を精査し、

国・県と協議しているところであります。計画の内容

といたしましては、基本的に現在整備中であります小

袖漁港、横沼漁港の沖防波堤等を継続実施する計画と

してまいりたいと考えております。 

 次に、大型クラゲ対策の状況についてでありますが、

久慈市漁業協同組合では、大型クラゲの被害を最も受

ける定置網漁の混獲対策として、網の外にクラゲを排

除する漁具の購入等に国の補助事業を導入し、平成17

年度において定置網２カ統に設置しているところであ

ります。本年度は経営体質強化緊急総合対策事業を活

用し、３カ統に導入が予定されておりますし、加えて

当事業による洋上駆除についても実施する予定である

と久慈市漁業協同組合から伺っているところでありま

す。 

 なお、現在国においては対馬周辺海域においてクラ

ゲ発生状況調査やトロール船での洋上駆除を行ってい

ると伺っているところでありますが、その効果等に注

視してまいりたいと考えております。 

 次に、中心市街地活性化についてお答えをいたしま

す。 

 まず、中心市街地活性化協議会発足の取り組み状況

についてでありますが、同協議会は、８月22日に施行

された改正中心市街地活性化法におきまして、市が作

成しようとする中心市街地活性化基本計画への意見の

提出、民間事業計画を作成する際の協議など、中心市

街地活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事

項を協議する組織として位置づけられたところであり

ます。 

 当市では去る８月21日、久慈商工会議所会頭及び当

職が設立発起人となって、13団体の委員、３機関のオ

ブザーバーで構成をいたします久慈市中心市街地活性

化協議会準備会が立ち上げられたところであります。 

 今後事務局であります久慈商工会議所におきまして、

法定協議会の必須構成員とされます都市機能の増進の

調整役を担うまちづくり会社につきまして、政令要件

を満たすための検討など、諸準備が進められることと

なっております。 

 次に、レトロ通り整備事業の進捗状況についてであ

りますが、現在の状況は、３名の用地地権者との交渉

によりまして、売買契約に調印済みであり、今後専門

家によりますアドバイスをもとに実施設計を行った上

で、来年度におきまして物産館等の整備と一体的な施

工を予定していると整備主体であります株式会社街の

駅・久慈から伺っているところであります。 

 次に、八戸、久慈、二戸の３広域圏で協議されまし

た広域観光に対する具体的取り組みについてお答えを

いたします。 

 今回行われた協議では、３広域圏内には豊富な観光

資源がありますことから、これを生かすための戦略的

な取り組みと情報の共同発信等の必要性について意見

が交わされたところであります。 

 具体的な取り組みといたしましては、誘客アップを

進めるための観光連携組織の設置、３圏域内でのフリ

ーエリアパスの設計や旅行商品の開発、さらにまた３

圏域版の観光情報誌の発行などが協議されたところで

あります。 

 今後は専門会議で事業の内容を調査検討し、その後、

10月下旬に予定されております第２回懇談会におきま

して、事業内容を協議し、実施に向けて取り組んでい

くことといたしております。 

 次に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、野田村運動公園、久慈工業高校と市道田子沢

線を結ぶ路線整備の考え方についてでありますが、こ

の計画は新規路線となり、野田村との調整や関係地権

者の協議が不可欠でありますほか、ほとんどが山間部

で地形が険しく、多額の事業費を要するものと考えら

れますことから、今後市道全体の整備状況や財政事情

等を勘案しながら、整備手法等につきまして検討して

まいりたいと考えております。 

 次に、市道大尻川原屋敷線の工事進捗状況について

でありますが、計画延長約1,200メートルに対しまし

て、平成17年度末で延長212メートルを完了し、約

18％の進捗率となっております。 

 次に、長内橋左岸交差点の拡幅改良についてであり

ますが、この交差点は、市道小久慈線と市道東駅前線

との食い違い交差を改良する必要があり、工事費及び
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用地補償費等多額の事業費が見込まれるところであり

ます。 

 これまでにその実現に向けて取り組んできた経緯は

ありますが、この拡幅改良には用地等の協力が不可欠

であり、早期の実現は厳しい状況にあります。改良の

必要性につきましては十分認識いたしておりますので、

引き続き検討課題とさせていただきたいと考えており

ます。 

 次に、市道長小通り線と市道久慈港線を接続する道

路整備計画についてでありますが、この実現のために

は、下水道施設用地内での計画が最短ルートとなりま

すけれども、この用地は下水道終末処理場区域として

都市計画決定の上整備されており、都市計画の変更や

投入済み国費の取り扱いなどの問題が生じますことか

ら、下水道用地内における道路計画は困難と考えてい

るところであります。 

 次に、市道下山線の交差部から久慈享和病院入り口

までの市道山岸線道路改良についてでありますが、現

在、源道地区を拡幅改良工事中でありますので、ご質

問の区間につきましては、工事の進捗状況を勘案しな

がら検討してまいりたいと考えております。 

 次に、新都市計画法についてお答えをいたします。 

 今般の都市計画法の主な改正点は、今後の人口減少

社会、高齢化社会にふさわしい都市機能を集約したコ

ンパクトなまちづくりを進めるため、床面積が１万平

方メートルを超える大規模集客施設は、商業、近隣商

業及び準工業地域以外の用途地域や白地地域において

は原則として立地できないとするものであります。 

 また、中心市街地活性化法に基づく基本計画の国に

よる認定に際しましては、特別用途地区の活用による

準工業地域の大規模集客施設の立地の抑制が条件とな

っております。 

 このことから市といたしましては、平成18年度、そ

れから19年度におきまして、特別用途地区の指定など、

市が定めます都市計画の基本的な方針となります都市

計画マスタープランの策定をし、対応してまいりたい

と考えております。 

 以上で新政会代表、澤里富雄議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○議長（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） 新政会代表、澤里富雄議員

のご質問にお答えいたします。 

 最初に、県立久慈工業高校の学科再編計画について

ですが、過般県教育委員会では、土木科と建築科を統

合し、明年４月から建設環境科として再編することを

発表いたしました。これに対し、地元では土木科の存

続を望む声が急速に上がっております。 

 このような中、去る８月10日には、野田村の呼びか

けによりまして、「岩手県立久慈工業高等学校を守り

育てる会」が設立されたところであり、今後この会の

活動を通じながら存続を要望してまいります。 

 次に、小規模校対策についてお答えをいたします。 

 中学校における部活動は、放課後を利用しての教育

課程外の活動として位置づけられており、各学校長が

職員、生徒、保護者の意見を調整しながら、その内容

を決めているものであります。 

 今後少子化に伴う部活動のあり方については、小規

模校同士の合同チームでの大会参加ができるような配

慮もとられておりますので、関係者の意見を踏まえて、

十分に調整が図られるよう指導してまいります。 

 最後に、市内プールの安全対策についてお答えいた

します。 

 埼玉県ふじみ野市における事故を受けまして、市民

総合プールを初めとする市内13施設19プールの排水口

のふた及び吸い込み防止金具の不備について点検した

結果、全プールとも異常がないことを確認しておりま

す。 

 また、プール施設の指定管理者である社団法人久慈

市体育協会、やまがた文化・スポーツＮＰＯ及び久慈

市社会福祉協議会に対して、開場前の仕業点検に加え、

吸・排水口やろ過器の安全点検等についても再度指示

をしたところであります。今後とも安全対策の徹底に

努め、安心して遊泳できるよう万全を期してまいりま

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。

３番澤里富雄君。 

○３番（澤里富雄君） 答弁をいただきましたが、何

点か再質問をさせていただきます。 

 まず、質問項目１の３圏域連携懇談会についてであ

りますけれども、６分野７項目について意見の一致を

見たと先ほど答弁をいただきました。この３圏域懇談

会が具体的な振興策の検討に入っているということで
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ありますが、久慈、八戸商工会議所の企業に関するア

ンケート、これが新聞に報道されておりますが、両地

域の連携が産業振興のかぎを握ると考えている中、久

慈地区の企業は三八地域のマーケットを魅力的と感じ

ているのに対し、三八側は久慈マーケットには余り関

心を寄せていないという、企業間にはお互いにマーケ

ットの期待感に温度差がある実態があるわけですけれ

ども、この結果をどのようにとらえているのかお伺い

いたします。 

 また、三八側が久慈のマーケットに魅力を感じるた

めの方策をどのように考えているのかお伺いをいたし

ます。 

 次に、質問項目２の合併についてですけれども、市

長は４市町村の合併を理想とすると言われております。

まさにそのとおりだと思いますが、一方で道州制が議

論されておりますが、また３圏域連携懇談会が開かれ

たり、新しい地方の形が模索されており、広域行政の

概念も変えていく必要があるが、現在の行政レベルで

市長はこの県境というものをどのように認識するのか

お伺いをいたします。 

 それから、質問項目３の財政指標についてですけれ

ども、北海道の夕張市が財政破綻したことは記憶に新

しいわけですけれども、自治体の財政健全度を示す比

率で公債費比率、先ほど17.8％と言いましたか、県の

平均がたしか17.1％、県の平均に近いわけですけれど

も、同じ県北の二戸は13.5％と比較的適正な財政運営

が行われているということですが、この久慈市の

17.8％ですか、この数値をどのようにとらえるのか。 

 また、１点、久慈市の市債残高の市民１人当たりの

借金はどれくらいになるのかお伺いをいたします。 

 質問項目６の支所の存続についてでございますが、

現在の支所配置を見ますと、久慈市役所を中心にほぼ

等距離に東西南北にそれぞれ支所があります。言うな

らば北の玄関口が山形の総合支所、そして南の玄関口

が宇部支所、西が山根、東が侍浜とそれぞれの地域で

コミュニティの形成に重要な役割を果たしているとい

うことで、存続する考えだということで、ぜひこれは

存続してもらいたいと思います。 

 それと、合併の県構想が示された。先ほど市長から

も話がありましたが、４市町村の合併を望むというこ

とを言われましたが、この合併を見据えた場合、南の

玄関口、私は宇部ですので、南の玄関口である宇部町

のことを申しますと、合併協議会まで行きながら途中

離脱した野田村と隣接し、常に生活環境が比較されま

す。 

 広域町村と隣接する地区の生活基盤の充実が極めて

大切だと思いますが、久慈市と合併したいと思うよう

な魅力ある地域づくりをするためにも、ある程度権限

を与えた支所というのが必要と思います。支所の果た

す役割が極めて重要だと思いますが、考えを改めてお

伺いをいたします。 

 質問項目14の土木行政ですけれども、野田村と市道

田子沢線を結ぶ道路整備です。このことは何回となく

質問しておりますが、先ほどの答弁でも財政状況を勘

案して検討すると、山間部で非常に難しいという答弁

をいただきました。これはいつまで待っても財政状況

はよくならないと思います。 

 そこで、整備手法として、先ほども山間部であると

いう認識をお持ちのようです。県・国等の補助を利用

した林道として整備し、市道田子沢線と結ぶ方途が考

えられないのか、林業振興の観点からもそのような進

め方ができないのかお伺いをいたします。 

 それから、②の市道大尻川原屋敷線の改良工事です

が、1,200メートルの整備区間で212メートル、18％の

進捗率と先ほど答弁をいただきました。これまで大尻

側からの工事でしたが、現在川原屋敷側の入り口です

けれども、側溝は整備されておりますが、舗装がされ

ておりません。この舗装工事を始め川原屋敷側からも

ぜひ工事を進めていただきたいと思います。 

 私はけさ通ってきたんですけれども、大尻川原屋敷

の中間あたり、倒木があるようですので、車の通行が

厳しい、軽しか通れないような状況になっております

けれども、この辺も大至急撤去した方がいいと思いま

す。 

 15の教育行政の小規模校対策についてですけれども、

小規模校同士の合同チームの編成を考えているという

ことでありますが、少子化によるクラブ活動ですけれ

ども、仄聞しますところ、ことし小学校の女子バスケ

ットと男子のサッカーの球技大会が廃止になったと聞

きますが、ふだんはテニスや野球の少年団に所属して

いるので、この球技大会に向けて、バスケットやサッ

カーができると楽しみにしている子供たちもいたよう

ですけれども、廃止になって残念がっている子供もい

るようですが、廃止になった理由は何なのかお伺いい
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たします。 

 また、決して個人競技を否定するものではありませ

んが、小学校、中学校等の団体競技のクラブ活動を通

して、チームワークとか、あるいは人を思いやる心、

こういうものをはぐくむよい時期ではないかと思いま

すが、どのようにとらえるのかお伺いいたします。 

 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） 私は３圏域連携にかかわって

の２点について答弁をさせていただきます。 

 最初に、道州制等が論じられている中、今後の広域

連携、あるいは県境といったものの存在についてどの

ように考えているのかと、こういった趣旨のご質問が

ありました。そのことについて少しだけ私の考えをお

話をさせていただきたいと思います。 

 これまでも私ども県境を挟んだ地区の連携というこ

とについて、いろいろと模索をしてきたところであり

ました。しかし、やはり県行政といった枠があります

ために、どうしても県内での広域連携を図るよりは、

一定程度の高い壁が存在していたと、このように思っ

ております。 

 それがこのたび久慈市、二戸市、八戸市及び岩手県、

青森県両県が加わった形で懇談会が設置されたという

ことは、この壁を低くしていく、その方向に向かって

いるものと認識をいたしております。今後もそれぞれ

がそれぞれの立場で連携を深めるための模索をし続け

ながら、成果を高めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 なお、付随をいたしまして、三八地域が当地、久慈

地域に対して余り魅力を感じていないようなアンケー

ト結果が出ているが、そのことについてどう思うかと、

こういったことであります。 

 私、詳細に分析はいたしておりませんけれども、業

種、業態によって、随分とその反応が違うというふう

に私は認識をいたしております。例えば観光面につき

ましては、八戸圏域の方々もこの久慈地域、あるいは

三陸地域といったものに対して、大きな魅力を感じて

いると認識をいたしております。その証左となります

かどうか、観光にかかわっているさまざまな団体が八

戸地域と久慈地域の連携といったものが芽生えつつご

ざいます。恐らくこういった動きはさらに高まってい

くものと、このように考えております。 

 また、商業の中で特にも小売業、恐らくこの地域に

商業圏域としての魅力、購買層としての魅力があれば

こそ、八戸資本といったものがこの地域に進出してき

ている、既に進出をしているわけであります。これが

全く商業的に、あるいは消費圏域として、魅力を感じ

ていないとするならば、そういった八戸資本等がこの

地域に進出しないだろうと、しなかったんだろうと、

このようにも考えますと、恐らく業種、業態という言

葉を私は用いましたけれども、物によってはこの地域

に対する魅力を感じているというふうにも認識をいた

しております。 

 したがって、今後そういった点を大いに伸ばしてい

くと。つまりこの地域が岩手県北の一つの消費者に対

するサービスを大いに提供していくことによって、地

域全体にその効果を波及させていくという側面もある

ということを私は思っ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） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） まず、実質公債費負担

比率についてのご質問にお答えをいたします。 

 先ほどのご質問は公債費比率ということでございまし

たので、17.8とお答えをしたところでございますが、実

は今年度から実質公債費負担比率で起債の適正化を図る

ということになってございまして、その違いは、例えば

特定財源、あるいは元利償還金に振り向ける特定財源が

あったり、それから交付税でその償還金を措置されると

いったようなことがあるわけでございますが、そういっ

た特殊な要素を除いて、実質的な割合、それを出したも

のが実質公債費負担比率ということでございます。これ

には他の特別会計等も入ってくるといったようなものも

ございます。あるいは債務負担行為、そういったものも

含まれるということになります。 

 その率で申し上げますと17.3ということになります。

これは平均が先ほど申し上げましたが17.1ということで

ございまして、やや高いところでございますが、これは

18％を超えると、いろいろと許可が必要になってくると

いったようなことがございます。これは18％を超えない

ように健全な財政運営を図っていく必要があると考えて

いるところでございます。 

 それから、支所の権限につきましては、これはさまざ

まな総合的な要素がございますので、いろいろと今後検

討してまいりたいと考えているところでございます。 
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 もう１点、１人当たりの公債費の額でございますけれ

ども、17年度の決算で申し上げますと、久慈市は70万

1,590円となってございます。この県内の平均では１人

当たり60万6,383円となってございますが、この金額に

つきましては、先ほどちょっと触れましたが、特定財源

といいますか、交付税等で措置される額、そういったも

のもございますので、この金額だけでは一概にはわかり

ません。今後さらに研究してまいる必要があると思いま

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、野田村と市

道田子沢線を結ぶ整備手法というふうなことで、林道事

業を導入して進められないかというふうなことについて

お答え申し上げます。 

 まず、林道事業の採択要件でございますけれども、ま

ず久慈・閉伊川地域森林計画に位置づけになることが必

要となります。それで、その内容といたしましては、森

林利用区域面積が過疎振興山村で30ヘクタール以上、そ

の他で50ヘクタール以上、それから計画路線延長で１キ

ロメートル以上、事業着工後10年以内に利用区域の10％

以上の森林整備が推進されなければならない計画となっ

てございます。 

 そのほか費用対効果、いわゆるＢ／Ｃ（ビー・バイ・

シー）が1.5以上をクリアしなければならないというふ

うな採択要件がございますが、当地域の森林の状況でご

ざいますけれども、森林土地所有者の要望等が現在のと

ころ全くございません。それから、森林整備状況でござ

いますけれども、この40年間、施業の実績もない。 

 それから、現地の面積要件でございますけれども、こ

こは山村あるいは過疎地域ではございませんので、50ヘ

クタール以上の面積要件がございますが、約42ヘクター

ル程度しか面積がないというふうなことでございまして、

林道整備事業を導入しての整備手法につきましてはかな

り難しいのかなというふうなことでとらえているところ

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） 大尻川原屋敷線の道路改

良整備にかかわってのご質問にお答えいたします。 

 大尻川原屋敷線は現在1,200メートルございまして、

大尻の集落内を整備してございますが、これまでも川原

屋敷側につきましても、家屋連檐部を整備し終わってお

りますし、現在も大尻集落内の家屋の連檐する箇所を整

備してございます。今後につきましては、これらの整備

の状況を見きわめながら、全体の整備についても検討し

てまいりたいというふ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） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） それでは、私の方からは小規

模校の小学校の球技大会のことについてお答えを申し上

げたいと思いますが、先ほどの質問で女子バスケットと

サッカーが廃止された理由はということですが、これに

つきましては、事の詳細については承知しておりません

が、やはり小規模校の参加については、さまざま学校の

参加体制等の問題でいろいろな難しい問題があると、そ

のように聞いているところでございます。 

 ただ、議員も指摘されましたように、この問題につき

ましては、チームワークとか、あるいは他を思いやる心

の醸成とか、切磋琢磨とか、極めて重要な部分を含んで

いるわけでございます。そういったことで、今後どうい

った対応がとれるのか、これは校長とも十分協議してま

いらなければならないと、そのように考えておりますが、

一方では、当市の小規模校の割合は、例えば小学校でい

えば80％を超えておりますし、また今後５年間の児童・

生徒の減見込みとして７％程度が見込まれております。 

 そうした中でどうあればいいかという点が問われるわ

けでございますが、小規模校の問題につきましては、た

だいまのようなスポーツの問題もあわせて、さらにはや

はり一番はいわゆる学力向上とか、心の教育とか、そう

いったこともありますので、総合的な見地の中でどうあ

ればいいかという点について、議員の指摘も踏まえなが

ら、これから校長とも協議してまいりたいと、そのよう

に考えているところでございます。 

○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） 大変失礼をいたしまし

た。実質公債費比率でございますが、実は先ほど17.3と

申し上げましたが、小数点以下を切り捨てるということ

で、今統一されているということでございまして、17.2

に訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（菊地文一君） ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君） それでは、澤里富雄議員の質

問の９番、県立病院の医師確保について、13番の観光振
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興について、14番の道路整備について、３点関連質問を

いたします。 

 県立久慈病院の医師確保については、先ほど市長から

も答弁をいただきましたけれども、このほかにもほかの

科の医師が今後いなくなるという情報が入っているわけ

で、県立久慈病院運営協議会でも議題に多分出たろうと

思っております。今後も麻酔科、耳鼻咽喉科のほかの科

についても市民の皆さんは大変不安を感じているわけで

あります。この不安を取り除くということも、市の市民

満足度のための一つの解決をしなければならない問題だ

と思っておりますので、再度お伺いをいたします。 

 13番の観光振興についてでありますけれども、今年度

初めに久慈警察署より久慈秋まつりの今後の対応策を各

山車組が検討し、平成19年度から自作に努めるという回

答を既にしているわけですが、四つの組がまだ自作にな

っていないということで、補助金の見通し、あるいは山

車小屋の確保の問題等が懸念されて大変苦慮していると

ころだと思いますが、その対応策についてお伺いいたし

ます。 

 あわせて、今年から前夜祭をこの庁舎前で開催すると

いうことになりましたが、山車の配列、山車の向きが庁

舎側になるのか、また道路側を向くのかについてお伺い

いたします。 

 14番目の道路整備の⑤についてでありますけれども、

先ほど市長は源道側から順次改良整備をしてくるという

ことでありますけれども、現在進めております源道側の

改良整備はいつごろ終了するのか。その終了後でなくて

同時に私はすべきと思っています。なぜかといいますと、

道路が狭い上に、通学路にも当然なっております。それ

とあわせて享和病院の通勤、また患者さんも使用してい

る。なおかつガードレールのない部分もあるわけですの

で、安全確保にもなるわけですので、それについてお伺

いをいたします。 

 以上であります。 

○議長（菊地文一君） 外舘助役。 

○助役（外舘正敏君） それでは、私から県病の医師確

保についてご答弁申し上げたいというふうに思います。 

 先ほど市長から答弁申し上げておりますが、現在、麻

酔科、それから耳鼻咽喉科の医師が不足しているという

ふうな現状でありますが、今後のお話でありますが、現

在循環器外科の医師の方が久慈市内に開業するというふ

うなことになっていまして、循環器については４人から

３人になるということですが、市内に開業するというふ

うなことでありますので、その点は引き揚げというふう

な方向ではないということであります。 

 ただ、先ほどもご答弁申し上げておりますが、医大の

方でも医師が確保されたならば、久慈病院の方に優先し

て、麻酔科、耳鼻咽喉科については配置をするというふ

うな方向にありますが、一方では、先ほども答弁してお

りますが、いわゆる医大の定員をふやすというふうなこ

ともあります。 

 ただ、その部分についても、医師に養成するまで時間

がかかるわけでありますので、市といたしましても、機

会あるごとに医療局あるいは医大の方にも医師の確保に

ついては随時要望していきたいというふうに思っており

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○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） 久慈秋まつりの関係に

つきましてお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、手づくり山車への移行の関係でございますが、

これは基本的には各組の判断によるものなわけでござい

ますが、今後の方向性としては、手づくり山車に移行す

るというふうに各組が基本的にお考えになっているとい

うふうに伺っているところでございます。 

 この移行に伴います補助金の見通しについてもご質問

があったわけでございますが、これまで手づくり山車に

移行する場合につきましては、市の補助金の交付要綱に

基づきまして補助しているところでございますので、こ

れまで同様に進むものというふうに考えているところで

ございます。 

 それから、前夜祭を市役所の前庭に今年度は変更する

ということでございますが、山車の配列につきましては、

庁舎正面の方に各組の山車を配列するというふうな考え

方に立っ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） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 下山線から享和病院の入

り口までの市道の整備についてでございますが、現在山

岸線、源道地区を整備しているわけでございますが、こ

れにはあと二、三年ほど要するのかなというふうに考え

てございますが、下山線から享和病院の入り口までの間

につきましても、これまでも享和病院の入り口の隅切り

の改善とか、維持補修等には努めておりますが、ガード
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レール等もご指摘がございましたが、今後現場を見なが

ら、それらの基本的な改良につきましては、交通安全施

設整備事業等で対応しながら整備に努めてまいりたいと

考えてございますが、全体の見合いの中で山岸線の延長

上の改良整備というふうな形で推進してまいりたいとい

うふ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） ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君） 再度質問させていただきます。 

 先ほど久慈病院の医師確保のことについては、現在不

在だというものの対応策は助役からもお伺いしましたけ

れども、久慈病院関係者の方の話によりますと、今後も

不在になる科があると、これを強く要望すべきだと、多

分運営協議会の中でも出たはずでありますし、市長がそ

れに同席をしていたというのも確認をしております。 

 先ほども言いましたけれども、久慈病院は県北だけで

なくて、岩泉とか、それこそ久慈の広域の周りの方々も

久慈病院に通院をしているはずですので、不安解消を私

はすべきだと。その方策を市民の皆さんに示して、不安

な部分を取り除くべきだと思いますので、今後見通しと

いったら失礼ですけれども、そういう不安にならないよ

うな市の対応をすべきと私は思いますので、再度お伺い

いたします。 

 観光については、八戸、久慈、二戸で、久慈ブランド

の観光をつくり上げていかなければならないということ

で、先ほど言いましたとおり、部長が四つの山車組につ

いは自作をするというのは、19年度以降は久慈秋まつり

は久慈ブランドになると、私はこのように思っておりま

すので、ぜひ補助金なり、市の協力体制を、支援策をす

べきと思いますので、再度お願いいたします。 

 あと、前夜祭につきましてですが、部長の答弁は、庁

舎側を向くということであります。私は庁舎側を向くと

いうのは、去年まで駅前広場で実行したとおりでありま

して、山車の前には各組の関係者がいっぱいになって、

極端にいいますと、観光、見学に来た方々がなかなか正

面から見づらいという声が去年からも上がっております。 

 私の思いは、道路側を向いて扇形になるべきだと。そ

うしますと、道路からも、せっかく今年度初めに駐車場

を広くして、緑地帯も整備したわけですので、多くの方

が広い範囲から見られると、このように思いますので、

私は変更をすべき、このように思いますので、再度答弁

をお願いいたします。 

 道路整備については、源道地区内が３年ぐらいという

ことで、その後になるというふうな考え方だと思います

が、先ほども私が申したとおり、ガードレールと、通学

路、通勤、または患者さんの通院ということで、同時進

行すべきで、緊急性からいっても、市道改良を私は同時

期にすべきと思いますので、その考えについて再度お伺

いをいたします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） まず、医師確保についてでござ

います。これは議員ご承知のことであろうかと思います

が、医師不足の現在の状況、さまざまな要因がございま

す。中でもよく言われておりますのが研修医制度導入に

伴って、大学病院等が医局に医師を確保できない状況等

が続いていることから、派遣先病院から引き揚げると、

こういった状態が続いていると、こういうふうにも承知

をいたしております。 

 したがって、国の方ではそういった実態を改正すべく、

このたび医大等の定員増、あるいはプール派遣制度とい

ったようなことも導入するという方向に若干改めたよう

であります。今後大学等との医局との関係、それから岩

手県医療局、これらとの絡みの中で、久慈病院が機能を

十分に果たせるような、そういった確保策について引き

続いて要請をしてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 また、秋まつりの前夜祭の件についてでありますが、

私ども説明不足だったかもしれません。この庁舎を背に、

道路側に向かって、山車が並ぶと、こういったことでご

ざいます。前庭の方に向かうということでありまして、

前庭の部分をお客様方にそこにいていただくというよう

な方向で検討しているものでございます。 

 なお、山車については、子供たちのお手洗いの関係等

もございますので、やはり山車の後ろに役所庁舎がある

といったことで、利便性が図られるのかなと、こういっ

たことで準備しているところでありますので、何とぞご

理解賜りますようにお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 市道改良整備についてで

ございますが、先ほどご答弁申し上げましたように、山

岸線は現在源道地区を整備推進中でございます。これら

の全体の中で下山線から享和病院、あるいはその延長上

につきましても、全体の整備計画の中で推進してまいり

たいと、かように考えてございますので、何とぞご理解
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を賜りたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君） 澤里議員の一般質問に関連して

何点か質問させていただきます。 

 まず先に５番の実勢価格と固定資産税の関係です。中

心部に住んでいる方々はよく言います。固定資産税を払

うのが大変だと、簡単に言って。何でこれだけ中心部と

周辺部では差があるのかとよく言われます。先ほど答弁

がありましたけれども、見直ししながら、できるだけ販

売実績というんですか、実勢価格を含めて検討している

ようですけれども、まだまだ実勢価格とのギャップとい

うのが大きな開きがあるのかなというふうに思われます。 

 ただでさえ中心市街地というか、中心部の人方が周辺

に住むような形になっていることを考慮すれば、幾らか

でも軽減する方向、また何らかの手当てをする必要があ

るのではないかなというふうに思いますので、答弁をお

願いいたします。 

 次に、福祉行政について、介護保険が１割高くなった

というふうな部分ですけれども、それ以外にもいろいろ

な部分で影響が出てきているというふうに思います。も

ちろん新聞報道にも市税が高くなったとか、三重苦にな

ったというふうな報道もされています。やはり今までこ

れぐらいでやっていたという部分がこれ以上高くなって

はどうしようもできないというふうな悲鳴も聞こえてき

ます。 

 確かに年金生活者、それ以外に所得の高い人もいます。

それを一律に同じに扱うということはいかがなものかな

というふうに思われます。特にも年金生活を行っている

方々にすれば、本当の意味で死活問題になってくるとい

うふうに思われます。こういった部分では、もちろん国

の制度というものがありますけれども、市としても何ら

かの対応、そして国に対する働きかけというのも必要に

なるのかなというふうに思いますので、答弁をお願いい

たします。 

 それと、次が認定こども園、10月から認定されるとい

うことです。端的に言って、市内ではどれぐらいの施設、

保育園、幼稚園、これに動きがあるのかどうか、それに

ついてお聞かせください。 

 あと、教育の県立工業高校の再編、野田村の守る会、

こういった方々がやっているようですけれども、将来県

では多分県立高校学科再編を含めながら、また高校の数

を減らしていく、そういう方向だというふうに思われま

す。やはりそういった部分を考えれば、ついこの間まで

商業、水産があったのが統廃合になって東高校になった

と。 

 生徒の数はもちろん減っていきますけれども、それに

伴い学校の数もただ単に減らしていくのかというふうな

部分が出てくると思います。やはり地域性を見ながら、

地域に合った高校というのが必要になってくるというふ

うに思いますので、野田村さんでやっているから、それ

に便乗しながらという発想でなくて、やはり教育委員会

として、それを一体的な考え方、県に対して強烈に申し

込むような姿勢というのがあってもいいのかなというふ

うに思いますので、答弁をお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 土地の評価についての

質問でございますが、まず土地の評価については売買実

例を使って、売買価格を使ってやるということが基本で

ございます。そこで、この売買実例から正常な価格を求

めるわけでございます。 

 その求め方といたしましては、売買するときにおいて、

いろいろな恣意的な要素というのが含まれる可能性もあ

るわけであります。それ以外にもいろいろなことが、割

賦の販売の場合の例えば金利とか、あるいは建物の部分

も含んでいるとか、そういったこと等が想定されるわけ

でありますが、それらの恣意的要素の部分を除いて、正

常価格をまずもって求めるということになるわけでござ

います。 

 これらの正常価格というのは、要するに地価公示価格、

いわゆる国土交通省が発表しております価格とか、ある

いは岩手県が地価調査価格というのを調査してあるわけ

でありますが、それらとの整合性をとりながら求めると

いうふうになってございます。そこで、市においては不

動産鑑定士等に依頼しているわけですが、不動産鑑定の

価格の出し方というのはご承知だと思いますけれども、

この取引事例比較法、いわゆる売買実例等で出しながら

やっているということでございます。 

 そういったことを含めながら、土地の価格を決めて、

そして地価公示価格の７割というふうに市長が決定する

ということになってございます。その後において、いろ

いろな例えば特例等があって、例えば小規模住宅の場合

には６分の１にするんだとか、あるいは普通の商業地に

おきましては７割まで持っていくんだけれども、条例で

６割までしか課税をしないとか、そういった特例をやり
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ながら、税の適正課税をしているところでありますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 老年者控除廃止に伴

う高齢者の生活に与える影響について、福祉関係につい

てでございますが、介護保険料については先ほど市長が

お答えしたとおりでございますが、緊急通報装置貸与者

につきましては、１名の方が負担を強いられると。所得

に応じて、負担ゼロと月945円というのがありますが、

945円の方が１名ございます。 

 あと、ほかには介護、障害者のサービスでございます

が、これは平成16年度の所得を基準にして現在やってお

りますので、今年度は影響がないですけれども、来年度

において、今、推計している部分については約16名ほど

が影響を受けるであろうというふうにとらえております。 

 ほかにも所得に応じて負担を強いるという部分につき

ましては影響が出るかと思いますが、これの市の対応と

いうことでございます。それにつきましては、介護保険

制度におきましては、この額が高くなった方の３年間の

激変緩和措置がございますので、それの対応、それから

生活困窮者に対する減免措置もございます。 

 ほかには高額介護サービス費等の措置もございます。

これにつきましては地域包括支援センター等を確認しな

がら、周知徹底を図っていきたいというふうに思います

し、８月１日号においては生活困窮者に係る減免につき

ましては、広報に載せて周知を図ったところでございま

す。 

 ２月の税金の申告時期におきましては、障害者に65歳

以上の方の一定の障害がある方が市から認定された場合

は控除を受けられるということにつきましても、広報に

載せて周知をしております。こういうふうな軽減策等に

つきまして、あるいは得な制度等につきましては周知を

図っていきたいというふうに考えています。 

 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） 久慈工業のことについてです

が、久慈工業は昭和55年設立以来、当市の産業振興にさ

まざまな貢献があったわけでございまして、今回充足等

の問題から、県の方で一つの計画を出したわけでござい

ますが、この中でやはり地域として、土木科等の存続が

必要であると、こういう認識に立つものでございます。 

 そこで、議員からは、もう少し久慈市として主体的に

やるべきでないかというお話がございましたが、もちろ

ん私たちはそのように考えているわけでございますが、

会の方からは久慈の教育長に顧問に就任してもらいたい

という要請がありまして、私もこの会の顧問に就任をさ

せていただきました。同時に管内の教育関係者が一緒に

やろうということで、管内教育長ともこの顧問に就任い

たしまして、力を合わせて県の方に要請をしていきたい

と、そのように考えているところでございますので、ご

了承をお願いしたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 認定こども園につい

てお答えをいたします。 

 認定こども園の制度につきましては、今年の６月15日

に法律が公布されたということは先ほど申し上げたとお

りでございますが、県が条例等を定めることになってご

ざいます。それは次の県の定例会で提案されるというふ

うには聞いております。したがって、内容等につきまし

ては、詳細はまだはっきりしておりませんが、今のとこ

ろ久慈市管内で認定こども園を行いたいというふうな情

報等は入ってきておりません。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君） それでは、再度質問します。 

 福祉行政なんですけれども、先ほど部長からもまた答

弁いただいて、極端に久慈市内では被害というか、極端

な言い方をすれば被害でしょうけれども、少ないのかな

というふうに思っています。ただ、そうは言いながらも、

国保の上乗せとか、いろいろな部分で影響というのが目

に見えない部分であるのかなというふうに思います。 

 そういった部分では、やはりきめ細かい情報伝達とか、

そういった部分が必要になってくるというふうに思って

いますので再度その辺と、さらに関連があると思うんで

すけれども、他の福祉関係団体、福祉関係といいますか、

高齢者でなくても、障害を持っている方々に対する影響

というのがあるのかどうか、その辺についてもお聞かせ

ください。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 住民への周知という

ことにつきましては徹底してまいりたいというふうに考

えています。 

 あと、ほかの障害を持っている、サービスを受けてい
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る方の影響につきましては、今のところ掌握しておりま

せん。ある程度の影響につきましては、先ほど申し上げ

た部分については推計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） 12番播磨忠一君。 

○12番（播磨忠一君） 澤里議員の質問に関連して何点

か関連質問させていただきます。 

 １点目としては、３圏域の連携懇談会についてであり

ますが、久慈、八戸、二戸の市長、振興局長等による３

圏域の連携懇談会が７月24日に開催された後の８月18日

に、八戸商工会議所会頭と久慈商工会議所の会頭が八戸

の商工会館において会談し、八戸、久慈地域の経済活性

化を図るため連携を深めていくことを確認したと新聞に

報道されております。私はまさに官民一体の連携が動き

出したのではないかなと大いに期待をしているところで

あります。 

 そこで、伺いますが、私は両商工会議所の連携と３圏

域の連携が一体となって強力に推進すべきと考えており

ますが、市長のお考えについてお伺いいたします。 

 ２点目といたしましては、中心市街地活性化にかかわ

ってでありますが、中心市街地活性化協議会の発足に向

けての取り組みについては、澤里議員の質問の答弁で理

解をいたしましたが、市では12月までに新基本計画を国

に申請し、年度内の認定を目指すとされておりますが、

私もこれに向けてぜひ努力をしていただきたいと思って

おりますが、そのためにはハードスケジュールになると

思われますので、そこで推進本部としての今後の具体的

な対応と進め方についてどのようにお考えになっている

のかお伺いをいたします。 

 ３点目は観光振興にかかわってでございますが、これ

も３圏域の連携懇談会のかかわりでもあるわけでござい

ますが、広域観光の取り組みについても積極的に会談さ

れたということで、観光振興に大いに期待が持たれてい

るところであるわけでありますが、そこでその中で広域

観光では観光客アップを担い一体的な組織を設置し、観

光資源や周遊ルート、情報発信をする冊子の発行などを

調査検討するということがありますが、これにつきまし

ては、久慈市で次回の10月ごろまでに検討するという答

弁をいただきました。 

 また、さらに八戸、久慈地域の観光団体が新たな旅行

商品の開発に向け取り組みを模索しており、官民一体と

なった広域観光の確立に期待が寄せられているとあるわ

けでございますが、その中で新たな観光商品の開発に向

けた取り組みについて、その内容と具体的な時期につい

てお伺いいたしますが、いずれにいたしても、私はせっ

かくやるのでありますから、来春の観光シーズンに向け

ての取り組みが大切ではないかなと思っているわけでご

ざいますが、２点についてお伺いいたします。 

 質問の最後、４点目といたしましては、都市計画法の

改正についてでありますが、取り組みの状況については

答弁で理解をいたしましたが、ご案内のとおり、今回の

改正都市計画法の最大のポイントは、準工業地域におい

て大規模な集客施設の立地を抑制する特別用途地域を指

定することが中心市街地活性化基本計画の認定を受ける

絶対条件であるとされているわけであります。そこで、

基本計画の策定とあわせて、都市計画も同時に当然必要

となってくるわけであります。 

 そのことからも早急に対応するということでありまし

ょうが、今議会の補正予算に都市計画のマスタープラン

の策定についての事業費が計上されているわけでござい

ます。そこで伺いますが、改正に向けての今後の具体的

なスケジュールについてお知らせください。 

 以上、４点です。 

○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） それでは、３圏域の連

携の関係についてお答えを申し上げたいと思います。 

 ７月24日に３圏域の首長、それから各県の代表の方々

で懇談会を開催したわけでございますが、議員ご指摘の

ように、８月18日に久慈と八戸の商工会議所で産業振興

と観光関係の部分について、連携の関係の意見交換をし

ているところでございます。これにつきましては、まさ

に官民一体としての取り組みということでございますの

で、私どもも関係団体と連携をとりながら進めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

 そこで、この関係につきましては、私も八戸の方の市

役所とか、商工会議所の方にお伺いをし、意見交換をさ

せていただいているところでございます。それから、18

日以降、久慈の商工会議所の専務等と懇談をしまして、

今後の具体的な動きにつきまして、意見の交換をしてい

るところでございますので、議員ご指摘のような形で官

民一体の取り組みを進めてまいりたいと、このように考

えているところでございます。 

 それから、もう１点の観光振興の部分でございますが、

これにつきましては、広域観光のテーマにつきましては、
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久慈市が座長を務めるということになっておりまして、

この専門会議を主催していく立場にあるわけでございま

す。基本的な内容につきましては、懇談会の中で方向性

が示されたところでございまして、具体的な取り組みに

向けて会議を重ね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。 

 それと、もう１点の八戸、久慈の新たな観光商品の取

り組みの関係についてのご質問でございますが、これに

つきましては久慈の広域観光協議会のコーディネーター

が中心になりまして、八戸観光誘客推進委員会、それか

ら八戸の商議所と連携をしながら取り組みを進めている

ものでございます。八戸では、旅行商品として八戸スペ

シャルという企画をいたしまして、旅行エージェントと

共同しながら造成し、誘致に取り組んでいるところなわ

けでございますが、この中に久慈地域の素材、情報を盛

り込みながら発信をしていきたいというふうな基本的な

考え方に立っているものでございます。 

 具体的な動きといたしましては、今月20日と21日にな

りますが、おんでやぁんせ八戸キャンペーンというふう

なことで、ＪＲ横浜駅の西口でキャンペーンを行うとい

うことになっているわけでございますが、ここに現在久

慈市の商品を立案中でございますが、それを持ち込みま

して、いろいろＰＲをしたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 この際に八戸とも連携しながら、物産のＰＲにも努め

ていきたいというふうなことでございます。具体的なも

のは今の一例でございますが、これ以外についてもいろ

いろ打ち合わせをさせていただいておりますので、具体

な取り組みをしてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 それから、中心市街地活性化の関係でございますが、

まさに限られた期間内に関係者の意を一つにして、中心

市街地活性化基本計画の認定をかち取らなければならな

いというふうなことでございます。このためには、三者

が関係をしているわけでございますので、組織体制を連

携しながら強固なものにしなければならないということ

で、６月段階でございますが、久慈街なか再生推進本部

を設置し、さらに市としては７月１日に活性化推進室の

組織を立ち上げて取り組みをしているところでございま

す。 

 この関係につきまして、今後の本部としての対応とい

うことになるわけでございますが、久慈市は基本計画の

立案、それからまちづくり交付金を活用した観光交流セ

ンターの整備の具体的な方向を出さなければならないも

のでございます。それから、まちづくり会社でございま

すが、街の駅・久慈は計画しております物産館、土の館

の整備の具体的な方向を出していかなければならないと

いうところでございます。 

 それから、久慈商工会議所につきましては、商店街の

将来の方向性、それから今回の事業に取り組む関係者の

意欲の醸成というものを図ってまいらなければならない

ものでございます。これらは相互に不可欠の関係にある

わけでございますので、垣根を取り払い、それぞれ連携

しながら取り組みをしているところでございまして、三

者一体となって、商店街等と会合を重ねながら今計画づ

くりに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） 都市計画法の改正にかか

わってお答え申し上げます。 

 都市計画のマスタープランは、市の将来のまちづくり

を策定するために策定してまいるわけでございますが、

今般まちづくり三法の改正に伴いまして、中心市街地活

性化法に基づく条件が付されたというふうなことでござ

いまして、これらに対応するため、今度の補正の方にご

提案申し上げまして、中心市街地活性化法に基づくこの

認定に際して遺漏のないように取り組んでまいりたいと、

かように考えてございまして、今年度につきましては、

マスタープランの現状分析や住民の意向調査等を実施し、

来年度に策定してまいりたいと、か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） 12番播磨忠一君。 

○12番（播磨忠一君） それでは、中心市街地活性化に

ついて、１点だけ再度質問させていただきますが、いわ

ゆる街なか再生核施設の整備事業については、風の館、

あるいは土の館、あるいはレトロ通り等の整備について

は大体理解をいたしましたが、私はこの中で最も大変で

あるのは、さっきもちょっと部長が答弁しておりました

けれども、いわゆるふれあい空間等の整備事業、商店街

に対する事業ではないかなと思っているわけでございま

すが、せっかくいろいろな施設ができましても、やはり

商店街が一体となった取り組みをしなければ、まちがよ

くならないのは当然なわけでございますが、これまでも
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商店街に対して、この事業に対して、いろいろ説明等々

開催してきたようでありますけれども、これからのこれ

に対する具体的な取り組みといいますか、それについて

お伺いいたしたいと思います。 

○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） お答えを申し上げます。 

 今回の事業の成否を握っているのは、今ご指摘のござ

いました商業者、商店街の取り組みということになると

いうふうに考えているところでございます。そこで、商

店街関係者の皆様方に先般懇談会を開催いたしまして、

中心市街地の通りの一体的な町並み形成であるとか、そ

れから今後のまちのあり方等について、意見の交換をさ

せていただいたところでございます。 

 具体にさらに掘り下げた取り組みをするということで、

11の商店街から各２名の代表者の方を選出いただきまし

て、懇談会を開催し、さらに具体な内容について協議を

していくというふうなことにしたところでございます。 

 また、商工会議所におきましては、中心市街地活性化

等推進委員会を設置いたしまして、その中ににぎわい創

出であるとか、商品の開発、それから施設の整備等の小

委員会を設置いたしているところでございます。それぞ

れの分野につきまして、専門のコンサルタントの方をお

願いしているところでございまして、これから具体的な

動きが加速していくというふうな予定になっているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 21番中塚佳男君。 

○21番（中塚佳男君） それでは、澤里議員の質問に関

連して何点か質問いたします。 

 最初に、14番の道路行政にかかわって質問いたします。 

 （４）、長小通りから久慈港に接続する道路は、浄化

センター内を横断して接続するということは無理だと先

ほどの市長の答弁でございました。それで、現在三陸高

潮対策の堤防を通って、久慈港に接続しております。久

慈バイパスのカルバート下から久慈の湊橋まで約650メ

ートルぐらいあるようでございます。この堤防を利用し

ておりますけれども、左岸、川寄りの方に何ら事故対策、

防災対策といいますか、ガードレールあるいはガードロ

ープ、これを県と協議して、早急に整備する必要がある

と思いますけれども、お考えについてお伺いいたします。 

 ２点目、小規模校にかかわってお伺いいたします。 

 この小規模校というのは、何名以下を小規模校と指し

ているのか、生徒数はどの程度の規模であれば、小規模

校と言うのかわかりませんけれども、山形にも何校か、

久慈市内にも何校かあるわけでございますけれども、一

例を挙げて申し上げます。枝成沢小学校の例を挙げて申

し上げますけれども、現在10数名が通っているかと思い

ます。 

 そこで、学校存続、あるいは過疎地対策をするために

も、学区割の変更といいますか、緩和といいますか、そ

ういうことを考えて、少しでも学校存続、あるいは過疎

対策を考えるべきと思いますが、学区割を変更する場合

に何らかの障害があるのか、どういう規則があって、で

きないのかどうなのか、もし緩和するに障害になるもの

がありましたらご説明をお願いしたいと思います。 

 それから、中学校の場合ですけれども、夏井中学校を

例に挙げますと、生徒数が少なくて、クラブ活動が非常

に困難だと、こういう声を伺っております。こういう場

合に久慈湊小学校の学区割変更をして、平山小学校の方

に生徒を回すとか、そういう対策も必要かと思います。

その辺もあわせてお伺いいたします。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） ご質問のございました久

慈大橋下流の左岸の市道にかかわっての防護さくの設置

につきましては、堤防管理者の県とも協議しながら、設

置が可能なのかどうか検討してまいりたいと存じます。 

 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） ただいま小規模校に関連して

学区割というお話がございました。この問題は、いわゆ

る統合とか、あるいは大規模校の分割とか、さまざまあ

るわけですが、多分そういった総合的なことを前提に議

員はお話しになったかと思います。 

 この問題については、私どもはいわゆる学校規模とし

てはどの程度かとか、さまざまあるわけでございますが、

一方で、地域の方々のこれまでの学校教育に対する思い

入れとか、さまざまな問題がございますし、歴史がある

わけでございます。 

 したがって、例えば小学校区を分割とか、変更とかの

ことについても、これは議論の必要もあるかもしれませ

んが、現段階ではなかなかそういったことを中心に具体

的に検討段階までいくのは難しいのかなと。研究課題と

申しますか、そういったことで久慈市全体として今後は

どうあるべきかという長期展望に立って考えていかなけ
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ればなりませんが、具体的に個別のただいま枝成沢小と

か、夏井中とか出たわけでございますが、個別的にはな

かなか対応は難しいのではないかというふうに考えてお

りますので、ただいま申し上げたように、久慈市全体の

学区割とか、さまざまなあり方については、教育委員会

として今後研究してまいりたいと、そのように考えてい

るところでございます。 

○議長（菊地文一君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 学校規模の分類の指標でご

ざいますが、小学校の場合、小規模校というふうに位置

づけておりますのは11学級以下の学校、それから標準規

模校につきましては12から18学級を有する小学校、ちな

みにこの場合は長内小学校と小久慈小学校が入っており

ます。それから、大規模校、これは19学級以上でござい

まして、これは久慈小学校ということでございます。で

すから、今お話ししました３校以外につきましては小規

模校というふうにご理解いただきたいと思います。 

 中学校につきましては、小規模校は５学級以下、標準

規模校は６から９学級、標準規模校は久慈市にはござい

ません。それから、大規模校、これは10学級以上でござ

いますが、２校ございまして、久慈中と長内中学校、そ

れ以外については小規模校というふうに分類しておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 22番下斗米一男君。 

○22番（下斗米一男君） 質問に関連して何点かお伺い

をいたします。 

 まず、ゼロ市債の活用についてでございます。いろい

ろ答弁はいただきましたけれども、最近この問題を取り

上げたのは平成14年の９月議会でございました。同僚で

あります中平議員が質問しておりますが、そのときの答

弁、議事録を見ますと、いわゆる必要性、平準化、ある

いは雇用確保の必要性は認めると、財政事情ということ

で答弁があった。きょう新たに今度は地方財政計画云々

という名称が出ている。私は制度としてゼロ市債という

のがあるわけなので、確かに国・県の指導といいますか、

流れに沿ってやるべきだろうというのもわかります。 

 私どもが取り上げた一番の問題は、この地域が大変困

窮といいますか、厳しい状況にある中で、たまたま今年

は合併による市長選挙を３月にやって、いわゆる骨格予

算、したがって７月末まで市の工事の発注がおくれて、

ただでさえ厳しい中で地域経済に影響が大であったと、

私はそう考えます。また、来年は統一地方選挙で知事選

挙がございます。 

 そうすると、間に入る県の骨格予算ということで、補

助工事については恐らくことしと同じように７月もしく

は８月まで発注ができない状況になる。２カ年こういう

状況が続くということは、この地域の経済が果たしてど

うなるんだろうか。 

 先ほど工業高校の存続問題にも触れていますけれども、

事地域経済ではないんです。若い人たちの就職の問題、

あるいは学業の問題にまで影響が出ている。そういう観

点から私どもは取り上げました。どうかそれらを踏まえ

て、もう一度ご答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、漁港漁場長期計画、説明では小袖、横沼と

いうことで漁港の整備が取り上げられていますけれども、

もう一つの漁場というものの整備はなかったんでしょう

か、答弁をお願いいたします。 

 それから、エチゼンクラゲ、ことしは余りまだ影響が

出ていないということで、国がやっている対馬沖の対策

が今構想しているというように受けられておりますけれ

ども、その施策がこの三陸沖でも行われる予定なのかど

うか、発生してからこうしますということなのか、もう

少し三陸沖の対策についてもおわかりであればお伺いを

いたします。 

 あと、市道小久慈線の長内橋交差点、やはり数年前に

当局でも鋭意努力をいただいたようですが、いかんせん

地権者との合意が得られなかったということでとんざを

した。しかし、中心市街地、再三申し上げているように、

荒町から本町までは電線地中化ということでいよいよは

っきりと景観が見える形になっている昨今で、地域住民

から改めて改良すべきだという声が出ております。 

 そこで、281号ということで地中化、あるいは長内橋

そのものの拡幅は終わっているわけなんですが、それに

加えて県工事として整備できないのかどうか、その辺の

お考えもお伺いします。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） この際、昼食のため暫時休憩を

いたします。 

 下斗米議員に対する答弁は再開後といたします。 

 再開時間は午後１時といたします。 

午前11時58分   休憩 

──────────────────── 

午後１時00分   再開 
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○議長（菊地文一君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 答弁に入る前に皆さんにお願いがあります。 

 一般質問に際しまして、議員各位と確認をさせてい

ただきますが、関連質問する場合は、各会派を代表し、

質問する際に私に提出した質問項目、質問要旨の内容

を超えたものとならないようにご注意をお願いいたし

ます。 

 それでは、新政会代表、澤里富雄君の一般質問の関

連質問を継続します。 

 22番下斗米一男君の関連質問に対する答弁を求めま

す。 

 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私からは、ゼロ市債の考え方

について答弁をさせていただきます。 

 先ほど地財対策等の推移、これがどうなるか見えな

い中での発行は困難な点があると、このようなことも

答弁させていただいておりますが、この意味は、起債

を起こす、その発行する時期等において、当初の効果

を求めての起債を起こそうとした場合には、10月とか

早い時期にある程度起債を起こして、それから翌年度

事業に回していくと、こういったことがありますため

に、この地財計画が見えないとなかなかにその時期に

発行は難しいということの意味でお答えをさせていた

だきました。 

 それから、このゼロ市債を発行する主な目的という

のは、この地域の工事施工時期といったものが冬場に

係ると。だから、それを早目に発注をして、工事最盛

期に工事が順調に進むような、そういったことをねら

いとした発行といったものも考えらます。これが本来

ゼロ県債なり、ゼロ市債が発行されていたころの議論

の大きな柱だったと思っております。 

 一方、例えば先ほど質問の中でお話がありましたよ

うに、骨格予算だから発注時期がずれ込むので、それ

を何とかするためのゼロ市債なりの発行が必要ではな

いのかと、こういった指摘については、なるほどそう

いった側面があることは確かでありますけれども、政

策的な予算というものは、やはり選挙が行われる際に

はこれは極力控えるということで行ってきております

ために、骨格予算だから対応しろという議論について

は、なかなか検討すべき余地が幅が狭いというふうに

思っております。 

 それから、何年度にはこれだけの事業量があって、

翌年度にはそれがかなり縮小されて、さらに翌々年度

にはさらにまた拡大するというような、いわゆる年度

間を平準化していくと、こういった意味でのゼロ市債

なりの発行の議論というものもあろうかと思います。

ただ、これにつきましても、先ほど申し上げた地財計

画等の動き、全体を見た中で、どれだけの財政負担と

いうものが生じていくのか、そういったことを見きわ

めてまいりませんと、なかなかに難しいと、こういっ

た思いであります。 

 したがって、結論的に言いますと、その発行の時期

等々について慎重に検討しながらも、いわば季節変動、

この部分についての対応が可能かどうか、これらにつ

いては検討してまいりたいと、このように考えており

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） それでは、私から水

産振興にかかわってお答え申し上げます。 

 まず、１点目の次期長期計画の中に漁場のことにつ

て答弁がなかったというふうなことでございます。大

変失礼をいたしましたが、市長の方からお答え申し上

げましたのは、事業主体が久慈市分について申し上げ

たところでございまして、漁場整備計画につきまして

は県事業というふうなことでございます。 

 それで、県事業についてお話を申し上げたいと思い

ますが、基本的には久喜漁場、二子漁場、船浦漁場、

久喜東漁場の４カ所について、この長期計画に載せる

べく、今、県の方では作業中と、国の方に要望中とい

うふうなことでございます。それから、申しつけ加え

ますと、久喜の県営の漁港がございますが、これにつ

いても継続して載せていきたいというふうなことでご

ざいます。 

 それから、クラゲ対策でございますが、三陸沖の沖

合で駆除予定があるのかというふうなことでございま

すが、今、全漁連の方では国の方の意向を踏まえなが

ら、対馬海峡の部分で洋上駆除を実施中というふうな

ことでございまして、日本海あるいは三陸沖について

は今後検討したいというふうな状況なようでございま

して、はっきりやるというふうなことはまだ決定して

おらないようなことでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 長内川左岸の交差点に

かかわってのご質問にお答え申し上げますが、県代行

でというふうな整備手法のお話でございましたが、県

代行事業で整備を進める場合は、過疎あるいは山振法

等のいずれかの地域に属する地域であることが条件と

なってございます。そういう意味からいっては、県代

行事業で整備を進めるというふうなことは非常に困難

かとは思いますが、県の方からも再度意見を拝聴して

まいりたいと、かように考えてございます。 

○議長（菊地文一君） 22番下斗米一男君。 

○22番（下斗米一男君） 農林水産部長、丁寧なお答

えをありがとうございます。 

 そこで、ゼロ市債、再度答弁、市長の方からるる説

明をいただきました。聞いておりまして、ご無理ごも

っともということで終わらせたいんですが、説明を聞

けば聞くほど、なぜそれを取り上げていただけないの

かなということがございます。私が言ったように制度

としてあるわけです。あるいは選挙、統一地方選挙、

知事選挙、いろいろなのが制度としてあって、現実的

には地域経済にそれがもろに影響になると、そういう

のもご理解いただいているわけです。あるいはゼロ市

債というものは、いわゆる工事の平準化に寄与すると

いうこともご答弁もありました。 

 しかし、昨今現実的には平準化という言葉はほとん

ど使われなくなっていますし、その対応策としてのゼ

ロ市債も使われていないので、あえて私は提起をした

わけでございます。財政難がために、仕事そのものを

拡大できない、あるいは縮小せざるを得ないという答

弁しかないわけなので、しかしそれは将来ある高校生

の就職の道まで閉ざされているというのがこの地域の

現状で、そういったことを踏まえて、当局として今使

えるゼロ市債の制度を積極的に取り上げようという姿

勢がまだ薄いのかなと思いますが、再度答弁をお願い

します。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 下斗米議員ご提言を含めての

ご質問であります。久慈市の財政状況全体の中でどれ

だけの余力を持って起債ができるのかと、こういった

基本的な議論というものがまずなされなければならな

いと思っております。その上で、その起債枠がもし一

定程度可能だとすれば、それを平準化のためにゼロ市

債としてどのように使うのか、このことについては今

後検討できる部分であろうと、このように思っており

ます。 

 ただ、市財政全体を大きく飛び越えて発行していく

ということについては、なかなかに難しい点があるの

だろうと、このように思っております。したがいまし

て、先ほど申し上げたことでありますけれども、いわ

ば１年間を通じての季節変動、ここを埋めて、早期発

注ということに結びつけることについては、言葉を変

えれば可能であると、このように考えておりますが、

一方、逆に言えば、市全体の財政の中で発行可能額が

どの程度であるのか、これはよほどに吟味精査しなけ

ればならない問題が含まれていると、このようにご理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 32番八木巻二郎君。 

○32番（八木巻二郎君） 関連して２点質問いたしま

す。 

 まず、第１点は財政指標についてでございますが、

最初に経常収支比率でございます。88.7％ですか、こ

れは私の認識であれば、大体70から80の中にいればい

いというようなことでございます。80を超えたら経費

の抑制に取り組む、留意しなければならないというこ

とになっていますが、そういう認識でいいのか。また、

そういった経費の抑制ということになればいろいろあ

るわけですけれども、久慈市とすれば、どういう面で

経費を抑制していくのか、その点についてお尋ねをい

たします。 

 それから、２点目は公債費比率でございます。これ

は登壇者も言いましたが、夕張の財政破綻がきっかけ

で非常に今話題になっております、自治体の財政。そ

ういうことからいきますと、先ほど総務企画部長から

説明があったように実質公債費比率ということでござ

います。総務省ではその方法で比率を出すんだと。 

 そして、いわゆる隠れ借金を明らかにするというよ

うなことでございますが、先ほどの市長答弁であれば、

公債費比率17.8％と言っておりましたし、また部長の

実質公債費比率、当初17.3％だったんですが、四捨五

入で17.2となったと。これは県の発表と合致するわけ

ですが、市長答弁の17.8と17.2と、17.8は従来の公債

費比率だったのか、その点を確認したいと思います。 

 それで、新聞でも公表になっておりますが、18％以

上になれば、財政運営計画を立てて、国県の許可を必



－51－ 

要だと、地方債の発行は許可を必要だということにな

っておりますが、岩手県の場合、11市町村が18％を超

えているということで、久慈市は17.2ということにな

っておりますが、第２グループということでおります。 

 そういうことで、財政の乏しい久慈市のような場合、

ある程度の借金は必要だと、活用するべきだというふ

うに思いますけれども、この18％を境に今後この数値

をどのように持っていくのか、現状維持でぎりぎりの

線で持っていくのか、そこら辺はどのように考えてい

るのかお尋ねをいたします。 

 それから、これは今、議長から話がありましたが、

要旨以外は関連するなということですが、財政指標と

も十分関連があると思うんですが、義務的な経費、人

件費がその大宗をなしているわけですが、以前に私は

何回か指摘をしたことがあります。義務的経費は県内

13市の中で１、２番になっております。50％を超えた

りしておりますが、現在もその体質は変わっていない

というふうに思いますけれども、どの辺の順位にいる

のか、何％ぐらいなのか、そして義務的経費を削減す

るためにはどういう努力をするおつもりなのかお尋ね

をいたします。 

 それから、リンドウの実証栽培ですが、３年かかっ

て、かなり見通しがよいということでご答弁がありま

した。そして、気象的条件にも合致しているというこ

とで、これは問題点として、実証栽培は夏井町なわけ

ですが、これはやませ地帯になるわけですが、合併を

して、久慈市約300平方キロ、旧山形村約300平方キロ、

600という膨大な面積になったわけです。気象的にも

かなり差があると思います。そこで、実証栽培が旧山

形の方にも通用するのかどうか、そういった点をどの

ように見ているのか。 

 それから、私は産地形成化のためには、旧山形が非

常に有望な可能性を持っていると思うんです。隣の九

戸村でもリンドウに取り組んでおります。また、全国

的にも有名な安代に気象的にも似ているのではないか

というふうに思いますので、またホウレンソウに次ぐ

作目としては、ホウレンソウはＪＡいわてくじ管内で

も旧町村単位では山形はトップの実績を持っておりま

す。そういう面からいって、山形町で夏井町の実証栽

培が通用しない場合は、山形町でも実証栽培をする考

えはあるのかどうか、そういった点はどのように考え

ているのか。 

 それから、リンドウはお盆前が勝負と言われており

ます。先ほど１本60円というお話がありましたが、こ

れはわせ種の部類に入ると思います。実証栽培ではい

ろいろな実証項目を設けていると思うんですが、品種

については早・中・晩、あるいは品種名についてどう

いう構成といいますか、それを実証しているのか、そ

の点についてお尋ねをいたします。 

 以上。 

○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） 初めに公債費比率等に

ついてお答えをいたします。 

 まず、17.8％と申し上げました実質公債費比率につき

ましては、これは元利償還金を標準財政規模で割った数

値ということになっております。単純にそういう数値で

あるわけでありますが、これから元利償還に当てられる

特定財源と、それから普通交付税の額の基準財政需要額

に算入された地方債の元利償還金、そういったものを除

いて計算をするということになっております。さらに、

その範囲が普通会計だけではなくて、債務負担行為等、

そういったものも含むということになっておりまして、

そういう数値でございます。 

 その17.2という数字が17.8に近い数字でございますけ

れども、これはやはり分母と分子両方から特定財源等を

引くものですから、その割合の関係でそういう数値にな

ってくるんだろうと思います。これは18％を超えると、

議員おっしゃいましたように許可制になると。そして、

25％以上になると制限をされるということになるわけで

ございまして、18％を超えないという形で財政運営をし

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

 次に、経常収支比率についてでございますけれども、

経常収支比率は88.7ということでございます。これは県

内の平均が90.1ということでございまして、県内13市の

平均よりは低い割合となってございます。しかし、議員

がおっしゃいましたように70から80の間が適正だという

指標でございまして、そこにおさめられるようにしなけ

ればいけないと思います。 

 その分析でございますが、経常経費の主なものは人件

費でございまして、さらに扶助費、公債費と、この三つ

が大宗をなすという状況でございます。この割合という

ものが、人件費におきましては19.0％、県内13市の平均

では18.9ということで、ほぼ同じぐらいと。それから、

扶助費につきましては13.3％で、これは県内13市の平均
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が11.3％。それから、公債費の割合ですけれども、

14.9％、これが13市平均が15.0ですから、これは大体同

じぐらい、幾分少ないかなという程度の状況にございま

す。 

 したがいまして、これらの数値をいい方に持っていく

ということが私たちの目標とするところでございまして、

人件費につきましては、やはりグループ制等、さまざま

な市政改革プログラムを組んで対応しているところでご

ざいます。公債費につきましても18％を超えない形で取

り組んでいるところでございますけれども、これは国の

施策に左右されるという不安定な部分もございます。こ

ういうことの起こらないように国等にも要望してまいら

なければならないというふうに考えているところでござ

います。 

 義務的経費でございますけれども、義務的経費につき

ましては、今申し上げました経常経費の人件費、扶助費、

公債費、これが義務的経費に当たるものでございます。

これらはやはり財政の弾力性、こういうものを増してい

くためには、健全財政を構築するために、先ほど申し上

げました市政改革プログラム等を通じて、健全な方向に

持っていきたいと思っております。 

 この割合でございますが、これは先ほど申し上げまし

た県内13市との比較のところでどの程度の位置にいるか

ということはご理解いただきたいと思います。 

 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） それでは、リンドウの

実証栽培にかかわってお答え申し上げます。 

 まず、地域よって気象条件が違うのではないかという

ふうなことでございます。確かに海寄りの方、あるいは

山手の方では、気象条件にかなりの差異があるものと考

えてございまして、現在夏井町と大川目町におきまして

実証に取り組んでございます。 

 ただいま議員が山形町でも取り組んでみてはいかがか

というふうなことでございますが、取り組む生産者が問

題でございまして、意欲があって取り組みたいというふ

うな方がございましたら、ぜひ実証に取り組んでみたい

と、そのように考えてございます。 

 それから、品種名はどのようなものを取り組んで実証

に当たっているのかというふうなことでございますが、

いわゆるわせと言われるお盆に向けたものがイーハトー

ヴォ、マジェル、マシリィというふうな品種で３品目、

それから秋彼岸、これは晩生でございますが、ジョバン

ニ、いわての２品目で、５種類の品種について、現在夏

井の圃場で実証に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） 再質問、関連質問を打ち切りま

す。 

 次に、清風会代表、皆川惣司君。 

〔清風会代表皆川惣司君登壇〕 

○13番（皆川惣司君） 初めての登壇ということで緊張

しておりますが、どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、清風会を代表し、通告に従い市政各般にわ

たりご質問申し上げます。 

 質問の第１は、合併後の課題についてであります。 

 新久慈市は３月６日に合併をして、１年の半分が経過

しようとしております。 

 １点目は、合併後において県から市への権限の移譲が

なされたものがあるのか。また、あるとすれば、どのよ

うなことを進めようとしているのか。あったとすれば、

予算づけがされているものかどうかもあわせてお伺いを

いたします。 

 ２点目は、職員の教育についてであります。 

 市長は６月定例会での所信表明演述の中で、効果的・

効率的な市政運営を進めるため、政策、施策、事務事業

を評価、検証し、情報公開と説明責任を果たすとともに、

職員の成果志向への意識改革を図ると言っておられます。

合併後の職員教育はどのようになされているのでしょう

か、問題点がないのかお伺いをいたします。 

 ３点目は、夢ネット事業についてであります。 

 新市における基幹事業は、何といっても光ケーブルを

利用する夢ネット事業であることは各位ご存じのとおり

であります。市民の中には、テレビの地上デジタル化へ

の不安もあり、早期に不安払拭のため光ケーブルを各世

帯までつなぐ工事の時期を示す必要があると思いますが、

これについてお伺いをいたします。 

 その上で難視聴地域におけるテレビの地上デジタル化

への対応策を早急に進めていただきたいと思います。こ

れについてもあわせてお伺いをいたします。 

 次に、県北・沿岸振興策についてであります。 

 県は県北・沿岸振興について産業別のたたき台をまと

め、地域との意見交換会を開催すると言っております。

当地域での意見交換会の具体的内容についてお伺いをい

たします。 
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 次は地域コミュニティ振興事業についてであります。 

 私はこの事業が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、その課題対策の一つとし

て、非常に関心を持っております。この事業の現在の状

況についてお伺いをいたします。 

 次に、福祉行政についてであります。 

 １点目は、ひとり暮らし高齢者対策についてでありま

す。 

 新市の65歳以上の高齢化率は、平成17年が23.2％、10

年後は27.3％になるのではと推測しているところであり

ます。また、その格差は地域によって大きい数値として

あらわれております。特に山形地区は平成17年に33.6％、

10年後には37.8％になるのではと新市建設計画の中で推

測をしています。実に10人に４人の割合であります。

年々高齢化が進む中で、当然のようにひとり暮らしの高

齢者もふえてくると考えられます。 

 現在山形地区では旧山形村の事業でひとり暮らしの高

齢者の安否確認事業を行っております。しかし、市では、

この事業を３年をめどに廃止の方向と伺っております。

高齢者への自殺防止に向けてのサポートという観点から

も、私は福祉の切り捨てにつながるものとして受け入れ

がたく思っております。今後は緊急通報システムの利用

とともにぜひ安否確認事業の継続を願うものですが、お

考えをお伺いいたします。 

 ２点目は、子育て支援についてであります。 

 少子化の進展は、将来の日本を展望するとき大変な問

題になっております。子供の健全な育成とともに、子供

を育てやすい環境をつくることが急務となっております。

国の新たなる取り組みとともに、久慈市の子育てに対す

る現状と支援策についてお伺いいたします。 

 次に、農業振興についてお伺いいたします。 

 １点目は、小規模農家への支援についてであります。 

 国は農業の担い手対策として、品目横断的経営安定対

策などを打ち出したのは各位ご存じのとおりであります。

農家はこれを受けて、集落営農組合を組織するとか、認

定農業者になるとか、しっかりと自立できる農業への発

想、転換が求められることになります。 

 しかし、久慈市は小規模農家が多く、政策的に支援の

対象にならない農家が多いことも事実であります。地域

の活力を維持するためにも、久慈市として対策を講じな

ければならないと思うわけですが、お考えをお伺いいた

します。 

 ２点目、減農薬、有機栽培についてであります。 

 最近、エコ農業、リサイクル農業という言葉をよく耳

にします。環境保全の認識の深まりの中で、新エネルギ

ーとしての価値が見出されている今日の農業であります。

減農薬栽培、有機栽培といった農業のスタイル、それぞ

れの農業が共存共栄できる農業の本来のシステム、当地

域の農業のあるべき姿を展望したとき、必ずや特産品の

位置づけとして大きくアピールできるものだと思うわけ

ですが、お考えをお伺いいたします。 

 ３点目は、耕作ヘルパー制度についてであります。 

 生産者の高齢化等から、本地域特産のホウレンソウ等

の生産が低下しております。担い手の育成、あるいは担

い手確保の面からと、高齢者農家への労働力の軽減と事

故防止の意味において、農家にかわって作付を手伝って

くれる農業耕作ヘルパー制度の確立が急務と思いますが、

考えをお伺いいたします。 

 次に、新エネルギーの推進についてであります。 

 このことについては、さきの定例会でも取り上げられ

たところですが、さらに脱化石燃料や脱原子力発電が世

論として盛り上がる中で、太陽光や風力、また林業関連

や畜産廃棄物等を利用した新エネルギーの推進について、

今回は鶏ふんと間伐材や粉炭を利用した直接燃焼発電に

ついてお伺いをいたします。 

 ご存じのとおり、旧山形村では地域新エネルギービジ

ョンの策定を受け、バイオマスエネルギー活用事業の検

討委員会を立ち上げ、検討してきた経緯があります。特

にも当地域特性としての資源やエネルギーの循環利用の

可能性、必要性が高いブロイラー等鶏ふんと間伐材や粉

炭を利用した直接燃焼発電は、山形村地域バイオマスエ

ネルギー活用事業の最終提案であります。 

 私は合併により、このことが資源の有効利用、雇用の

創出の観点からおくれをとってはならないと思っており

ます。事業の実施に当たっては、投資額も大きいことか

ら、補助事業等を活用しながら、プライベート・ファィ

ナンス・イニシアチブというんだそうですが、ＰＦＩ方

式と呼ばれる民間資金導入の方法もあるようであります。

市のバイオマスタウン構想樹立に向けて、経過と可能性

について実直にお伺いをしたいと思います。 

 次に、街なか再生推進事業についてであります。 

 この街なか再生推進事業については、事業認定を受け

るべく、市が新たに策定する久慈市中心市街地活性化基

本計画に向け推進本部を設置したところですが、その後
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の進捗状況についてお伺いをいたします。 

 次に、土木行政についてお伺いいたします。 

 １点目は、凍上災についてであります。 

 凍上災については、その冬期間の平均気温など、一定

の基準に基づいて認定を受けるものなようであります。

６月定例会の中でもご質問申し上げましたが、現地を見

ながらの対応ということでございました。地域の生活道

路として、市道並みの扱いを受けてきた農道、林道につ

いて、その調査結果と対応策についてお伺いいたします。 

 ２点目、市道久慈夏井線についてであります。 

 これについては詳細な現地測量と調査設計をし、さら

に工事に向けては県代行も視野に入れてという話であり

ました。進捗状況についてお伺いいたします。 

 最後に、教育行政についてお伺いいたします。 

 １点目は、地元委託及び調達についてであります。 

 新久慈市合併に向けて、旧山形村の不安は、業務の中

央集中化による周辺部の衰退と市からの地元委託や地元

調達がなされなくなるのではないかという不安でもあり

ました。合併後、久慈高校山形校のスクールバスの委託

や学校への灯油を地元調達にしないことへの疑問を持つ

住民がたくさんおります。しかも、合併してすぐ地域の

雇用、あるいは利用を取り上げるというような手法はど

うなのだろうかという不安は尽きません。これらに対し

て市は説明する責任があると思うわけですが、これにつ

いてよろしくお願いをしたいと思います。 

 ２点目は、プールの点検についてであります。 

 ６月定例会に児童・生徒の通学路の安全対策や地域に

おける不審者等に対する地域ぐるみの安全が議論された

ところであります。あわせて学校周辺、教育用具、遊具

等が安全であるか申し上げてきました。埼玉県ふじみ野

市の市営プールで児童が一命を落とすという悲しい事故

が発生しました。これを受けて県教委でプールの安全管

理について通達したとしております。市の対応について

お聞きしたいと思います。 

 ３点目、食育についてであります。 

 食育については、学校として地産地消の取り組み等か

ら、学校給食へ地場産品を献立として活用していること

は承知しております。食育を理解するために、総合的な

時間を利用した野菜や米づくり、ソバの作付など、老人

クラブやＰＴＡとの３世代交流事業等を通して、食べる

ことの意味、食と文化とのかかわり、食の大切さ、そし

て命の大切さをも学んでいるのだと思いますが、もっと

もっと子供と向き合い、食について考え、語り合う時間

が欲しいものだと思っております。この食育の基本的な

考え方、それぞれあると思いますが、教育委員会として

どのような考えで指導されているのかお伺いをいたしま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地文一君） 山内市長。 

〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君） 清風会代表、皆川惣司議員のご

質問にお答えいたします。 

 最初に、合併後の課題についてお答えいたします。 

 まず、権限移譲についてでありますが、合併後、新た

に県より権限移譲を受けた事務はございませんが、本年

６月、久慈地方振興局と権限移譲に関する調査、研究及

び協議を行うことを目的とする「権限移譲研究会」を設

置したところであります。 

 この研究会においては、振興局の各部ごとに所管する

事務から、市の現状に合った事務を振興局において選定

をし、本年度内を目途に協議することとなっており、今

後市民サービスの向上につながるような事務を中心に協

議、検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、職員教育についてお答えをいたします。 

 ご指摘のとおり限られた職員数で、効率的・効果的な

事務事業の執行と市民満足度の向上を図るためには、職

員の資質向上が肝要であると考えております。このこと

から職員の能力開発を効果的に推進するため、「久慈市

人材育成計画」に基づきまして、毎年度研修計画を立て、

自己啓発、職場内研修、さらには職場外研修に積極的に

取り組んでいるところであります。 

 その実態でありますが、本年度におきましては、これ

までに14課程を実施し、延べ約160人が受講いたしてお

りますが、特に職場外研修におきましては、職員の階層

区分ごとに広く研修の機会を与えるとともに、職場内研

修におきましては、市職員としての基礎的知識の習得、

専門性を高める研修、また窓口対応等のサービス向上に

向けた研修に鋭意努めているところであります。 

 次に、夢ネット事業についてお答えをいたします。 

 光ケーブル網を各地域へ敷設するいわゆる第２段階の

実施時期でありますが、無線による有効な通信手段が実

証されるなど、技術革新が進んでいるところであります

ので、整備手法や経費等を研究しながら、今後実施時期

について検討してまいりたいと考えております。 
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 また、地上デジタル放送への対応策でありますが、久

慈中継局については2007年度に建設、2008年度中に試験

電波を発信する予定と伺っております。地上デジタル放

送の難視聴対策といたしましては、既設の共同受信施設

の改修、また夢ネット等光ケーブル網を活用しての接続、

さらにまた簡易ギャップフィラーでの再送信などのさま

ざまな方法が考えられますが、今後経費、効果等を勘案

しながら、総合的に対応策を検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、県北・沿岸振興策に係る県との意見交換会の具

体的な内容に関しお答えをいたします。 

 去る７月21日、二戸市におきまして知事との意見交換

会が産業振興をテーマに開催されたところであります。

当市からは本年１月に知事あてに提出いたしました「沿

岸北部振興に関する緊急提言」や「平成19年度重点事項

要望」等を踏まえ、最重点課題である雇用の確保を図る

当市独自の諸施策に対する県からの支援及び地域振興に

不可欠な産業・生活基盤の整備等について強く要望をし

たところであります。 

 知事からは、企業誘致体制の強化や他産業から農業分

野への新たな担い手づくり、さらにまた八戸圏域との連

携推進など、県北沿岸振興に積極的に取り組む旨の発言

があり、当市の重要課題について一定の理解をしていた

だいたものと認識しておりますが、報道等によりますと、

先ほど知事記者会見において、その内容が公表されたと

のことでありますので、この内容を精査し、今後の施策

に生かして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事業の現在の状況につい

てでありますが、本年７月に各団体よりご提案をいただ

きました事業について審査を行い、件数で申し上げます

と31件、対象事業費について申し上げますと2,261万

7,000円、補助金額にいたしますと1,394万3,000円の交

付決定を行ったところであります。なお、留保しており

ます約400万円につきましては、今後募集して決定して

いくことといたしているところであります。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 まず、ひとり暮らし高齢者の安否確認事業についてで

ありますが、この事業は旧山形村の事業として、ひとり

暮らし老人世帯を月３回程度訪問し、安否を確認する事

業でありまして、新市発足後も継続実施しているもので

あります。現在ひとり暮らし世帯等を対象といたしまし

て、急病、火災時、さらには安否確認など、24時間体制

で迅速かつ適切に対応できる緊急通報装置及び火災報知

機の設置を奨励、推進しているところでありますので、

ご了承をお願いいたします。 

 また、子育て支援対策の現状についてでありますが、

保育所における延長保育、休日保育等の特別保育事業の

充実、学童保育所の整備など、子供と親が安全かつ安心

して生活できる環境の整備に努めるとともに、子育て支

援センター、つどいの広場の開設により、育児相談、子

育て情報の提供など、総合的な子育て支援対策を講じて

まいったところであります。今後とも市民ニーズの的確

な把握に努め、ＮＰＯ法人等の民間活力の導入も視野に

入れながら、時代の要請にかなう子育て支援対策を検討

してまいりたいと考えております。 

 次に、農業振興についてお答えをいたします。 

 まず、小規模農業者への支援策についてでありますが、

現在国及び県の補助制度は、ご指摘のとおり認定農業者

等の担い手に対する支援が中心となっております。しか

しながら、当市の農業・農村、ひいては日本の農業・農

村を守る上では、補助制度を活用できないいわゆる小規

模農業者等への支援も重要であると認識をいたしており

ます。 

 このことから市では園芸作物の種子、種苗、生産資材

等の購入費等に対して市単独事業で支援を行ってきたと

ころであります。また、ハウス等の生産施設の整備につ

きましても、認定農業者が過半数以上で３戸以上の農家

で組織される団体にありましては、「新いわて農業担い

手支援総合対策事業」の補助制度を活用できることとな

っております。今後ともこれらの支援を継続するととも

に、久慈農業改良普及センターや、いわてくじ農業協同

組合等の関係機関・団体等と連携し、当該農業者に対す

る巡回指導等を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、減農薬、有機栽培の推進についてであります。 

 減農薬栽培は、特別栽培として農林水産省のガイドラ

インに定められており、農薬の使用回数がその地域の同

時期に慣行的に行われている使用回数の５割以下である

ことなどが要件とされております。 

 また、有機栽培は、一定の圃場で３年間以上、無農薬、

無化学肥料で栽培した農産物等であり、農林水産省が認

定した有機認証機関から認証を受けたものとなっており

ます。 

 市といたしましても、環境に配慮した安心安全な農作

物を安定生産する観点から、推進の必要性を認識してい



－56－ 

るところではありますが、減農薬にした場合、収穫量の

減少等の可能性もありますことから、そのメリット、デ

メリットについて、生産者、関係機関、団体等と協議を

行いながら推進する必要があるものと考えております。 

 次に、ホウレンソウ耕作ヘルパー制度の確立について

でありますが、久慈地方は雨よけホウレンソウの系統販

売額10億円を達成する一大産地に成長しておりますが、

担い手の育成確保が産地継続の課題であると認識をいた

しております。今後とも産地を維持していくためにも、

主業型農家等を核といたしました産地生産体制のシステ

ムを構築することが重要であると考えております。 

 そのシステムの構築に当たり、高齢生産者に負担がか

かります耕起・播種の機械作業等のヘルパー制度の確立

につきましては、生産農家等の意向の把握に努めるとと

もに、久慈農業改良普及センター、いわてくじ農業協同

組合、ほうれんそう主業型農家経営者協議会などと協議

してまいりたいと考えております。 

 次に、新エネルギーの推進についてお答えをいたしま

す。 

 鶏ふんと間伐材や粉炭を利用した直接燃料発電の経過

についてでありますが、旧山形村で平成15年度に同発電

に関し、公設民営型という形での検討がなされておりま

す。この検討の結果、財政状況、賦存エネルギーの関係、

運転経費などの課題解決が必要であることから、大型の

新エネルギー施設の事業化は見送りとなったものと承知

をいたしております。 

 また、直接燃料発電の今後の可能性についてでありま

すが、当地区で盛んなブロイラーなど畜産系廃棄物に関

し、現在民間事業者が中心となって、発電の事業化につ

いての検討が行われておりますことから、賦存エネルギ

ーの確認とともに、事業化に当たっての課題を整理し、

補助制度など財源の確保策を見きわめながら検討してま

いりたいと考えております。 

 次に、街なか再生推進事業についてお答えをいたしま

す。 

 久慈・街なか再生推進本部設置後の進捗状況について

でありますが、まちづくり三法の改正に伴い、新制度へ

の早急な対応を要しますことから、６月16日に推進本部

を設置し、市、久慈商工会議所、株式会社街の駅・久慈

の三者が一体となって、事業の推進に取り組んでいると

ころであります。 

 一方、市は７月１日付の機構改革によりまして、産業

振興部内に中心市街地活性化推進室を設置し、専任職員

の増員等体制強化を図ったところであります。新たに策

定する市中心市街地活性化基本計画については、コンサ

ルタントとの業務委託、庁内策定体制の確立、久慈市中

心市街地活性化協議会準備会の立ち上げ、商店会を対象

とした「まちづくり懇談会」の開催など、年内に国に対

して認定申請できるよう進捗を図っているところであり

ます。 

 市が整備いたします観光交流センター等施設整備につ

きましては、事業用地売買契約の締結、基本設計への着

手、警察等関係機関との協議を行っているところであり

ます。また、株式会社街の駅・久慈が整備いたします物 

産館等及び「歴
レ

通路
ト ロ

通り」につきましても、エリア内に 

おける一体感のある施設として整備する必要があります

ことから、今後実施設計業者を決定し、連携を図ってい

くことといたしております。 

 また、この事業の成否のポイントでありますにぎわい

創出、既存商店街への波及につきましては、ＴＭＯ機関

であります久慈商工会議所が中心市街地等活性化委員会

を組織したところであり、その下部組織となります三つ

の小委員会を多様な委員で構成し、各種ソフト事業の展

開と仕組みづくりを進めていくことといたしているとこ

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、凍上災についてでありますが、平成18年の低温

により被災した当市の農道、林道施設は、国庫負担によ

る採択基準凍結指数を満たさなかったとのことでありま

す。災害復旧事業の取り扱いにつきましては、本年５月、

国土交通省河川局防災課長から県を通じて通知がなされ、

最近10カ年の凍結指数の最大値を超える箇所が対象とさ

れ、基準値１に対し、旧山形村が0.99、旧久慈市が0.93

で対象にならなかったとのことでありますので、ご了承

願います。 

 次に、市道久慈夏井線の進捗状況についてであります

が、門前地区から夏井町早坂までの区間について、平成

17年度に予備設計業務を実施し、今年度は測量詳細設計

及び一部地質調査業務を発注したところであり、今後詳

細設計に当たり、諸条件等の精査をしてまいりたいと考

えております。 

 以上で清風会代表、皆川惣司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。 



－57－ 

〔教育長鹿糠芳夫君登壇〕 

○教育長（鹿糠芳夫君） 清風会代表、皆川惣司議員の

ご質問にお答えいたします。 

 最初に、地元委託及び調達についてでありますが、今

年度から久慈駅と久慈高山形校間の通学については、運

行形態や経費を勘案し、市直営でスクールバス１台を運

行しているところであります。また、学校で使用する灯

油の調達につきましては、契約担当課で事務を取り扱っ

ており、所定の手続により決定された契約業者から購入

しているところであります。 

 次に、プールの点検についてお答えいたします。 

 市が設置しているプール等の点検につきましては、さ

きの新政会代表、澤里議員にお答えしたとおり、吸・排

水口等について、全プールとも異常がないことを確認し

ております。今後とも事故を未然防止するため、開場前

の安全点検を徹底するなど万全を期してまいります。 

 最後に、食育についてでありますが、学校における食

育は、生活科、保健体育科、家庭科、総合的な学習時間

及び特別活動等の教育課程において学ぶことが位置づけ

られており、全校で取り組んでおります。 

 具体的な内容としては、作物の栽培、食の安全・衛生、

食習慣や食と健康、伝統食等について、学校栄養士や養

護教諭とのチームティーチング、ゲストティーチャーに

よる調理実習等を実施しております。また、今年度から

は各学校に食育担当教諭を位置づけるとともに、食育に

係る年間指導計画を策定したところでもあります。今後、

県教育委員会が平成19年度から導入を予定している栄養

教諭の配置を要望し、食育教育の充実に努めてまいりま

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。

皆川惣司君。 

○13番（皆川惣司君） 合併後の課題の職員教育につい

てであります。 

 当初、私、感じたのは、久慈市と山形村が合併をして、

旧山形村の長年経験してきた事務システム、それと久慈

のシステムの違いに職員が戸惑っているのではないかと

いうことを感じたわけであります。 

 先ほどの答弁では、人材育成計画に基づいて職員の教

育をやっているんだということでございましたが、大変

な事務の中で、それになれて効率がよくなったというこ

とであれば、それでよろしいんでありますが、私が勘案

するところ、旧山形村の職員も、どういう理由ですか、

かなりの職員の方がやめられておりますし、事務のふな

れがあったという指摘も市民からの話で感じたわけであ

りまして、今後、先ほどの答弁ですと、いろいろな職員

の教育のためにやっているということでありますけれど

も、そういった事務の効率化に向けて、旧山形村職員、

それから久慈市の職員の融和を図る職員教育をしていた

だきたいなというふうに思って質問申し上げましたので、

この点についてもう一度お伺いをしたいと思います。 

 それから、質問項目の３点目の夢ネット事業について

であります。 

 これについては、何回も話をお聞きしているわけでご

ざいますけれども、問題は平場より、電波の性質上、中

山間地が難視聴地域として残るのではないかということ

を問題視して、現在テレビ組合等を組織しながら受信し

ている方々が心配をしておられるわけであります。 

 合併に向けての説明でも、そこら辺のところを夢ネッ

ト事業の期待を当局の方もし、そして住民もそれではと

いうふうな感じで理解したようになっているわけでござ

いますけれども、先ほどの答弁の中でいろいろな道を探

りながらということでございますので、どうかアナログ

放送終了前に、例えば例を申し上げますと、テレビ組合

を組織して、それまでに措置していただかないと、多大

な投資が必要となるようです。 

 私どもの組合、約700万円の工事に対して、我々が30

万円ずつの負担ですので300万円ということでやったわ

けですが、今度もしデジタル放送にした場合に幾らかか

るかといった場合に、線はデジタル放送と同じなわけで

すけれども、約三百何万円かかるというふうな指摘も受

けておりますので、それをすぐいつまでにやっていただ

かないとというふうな時期を示していただかないと、映

らなくなるのではないかと、そういう不安を払拭させる

ためにご質問を申し上げました。 

 これについては何か総務省の方でもケーブルテレビ等

への助成も打ち出したようでありますので、その施策の

中に入れながらご検討をお願いしたいなというふうに思

っております。 

 それから、８項目の土木行政についてであります。 

 凍上災についてでありますが、どこにでもあるわけで

ありませんが、地域においては農道、あるいは林道だけ

と、そういった地域があるわけですが、市道という考え

方で、もし補助事業絡みで市道ということで繰り入れで
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きないかなということも考えているわけですが、いろい

ろな規定があると思いますし、もしそういった規定があ

るのであれば、再確認をしながら、早急に市道として認

定をしていただきながら、もし凍上災で認められれば、

一気に解決できるかなということも考えてご質問申し上

げました。 

 特に私、広域基幹林道雪屋横地線の地域に暮らしてい

るわけですが、大型車の通行が多くて、傷みが激しくな

っております。特に横断工ですね、横断している、グレ

ーチングがはまっているやつなんですが、傷んでいて、

鶏卵輸送とか、木材輸送、大変不便を来していると、そ

ういうことを目の前にしておりますので、ご質問申し上

げましたので、これについても再度お伺いをしたいと思

います。 

 ９項目の教育行政について、地元委託や地元調達の質

問でありますが、学校の生徒送迎については、山形中学

校への繋地区からのタクシー送迎の委託もあるようであ

ります。合併による住民へのサービスが低下しないよう

に、よく言われるわけでありますが、一つの小さな村が

一つの自治体として、地域と一緒になって築き上げてき

たものが何か崩れていくような気がしてならないわけで

あります。 

 経済性を重んじ、安い予算で委託するということは、

効率のよい方法でありますが、山形地区には事情を理解

しながら、懸命に地域の足として頑張ってきたタクシー

業者もあります。ガソリンや灯油等の販売業者も数社あ

ります。市の住民サービスは、市役所や総合支所がサー

ビスを考えていけば、それでいいというものではないの

ではないかということも私は思ったりもするわけですが、

地域に交通機関があり、またスタンドがある。 

 このように地域の仕事や雇用をも考えながら、より住

民が身近で利用できることも、また住民へのサービスで

はないか。山形村商工会が来年､久慈商工会議所との合

併をしていくようでありますが、それを指導していく久

慈市として、これをどのように考えているのか、もう一

度お伺いをしたいと思います。 

 それから、食育については、先ほど教育長さんの方か

らご答弁がありました。大変私は食育というものは奥深

くて、そして子供たちを健全育成していくためにすごく

大事なことなんだなということを常日ごろ思っておりま

す。そういった中で食育というものをどういうふうに取

り上げていくかということでございますけれども、私は

小さいころ、親から、食べ物をつくっている人に感謝し

て食べなさい、一粒たりとも粗末にしてはだめだよとい

うふうに教えられたわけであります。 

 新聞を見て、こういうことが書いてありました。東京

農大の小泉教授が書いているんですが、食前の「いただ

きます」は日本の文化である。動物にしろ、植物にしろ、

人間は必ず命のあるものを食べているんだ。命をいただ

くことへの感謝、畏敬の念をしているんだということを

言っております。 

 食と文化のかかわりを飽食の時代と言われる今日、も

う一度考えながら、私たちも勉強しながら、子供たちの

今問題行動とされる新聞報道があるわけですけれども、

もっとそういうことを真剣に考えてみたいということを

思ってのご質問でございましたが、何かコメントがあれ

ば、もう一度お願いをしたいなというふうに思います。 

○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） まず、職員研修にかか

わってのご質問にお答えをいたします。 

 議員がおっしゃいますとおり、合併を契機にシステム

が変わったということがございまして、戸惑いが職員の

中にもあるということは認識をしております。これにつ

きましては、この事務システムについて、例えば最近で

すと８月21日に庶務担当者研修会を実施いたしまして、

これには約90人が参加をしております。そのような研修

を行ったり、もちろん日常の事務でございますから、各

課の個別の協議に近い研修といいますか、そういった形

では随時実施をしているところでございます。 

 この事務については間もなく落ちつくものだというふ

うに思っているところでございます。必要があれば、何

度でも研修をしてまいりたいと思っております。また、

職場外研修につきましても、派遣研修につきましても、

旧久慈市、旧山形村、この職員割合に配慮して、片方に

偏るといったようなことのないような人選もしてござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 それから、夢ネット事業についてのご質問でございま

すが、総務省の情報通信審議会において、第３次中間答

申が出されたところでございます。その中におきまして

は、この地上デジタルの難視聴地域を解消するために補

助を出すといったようなことも考えられているというこ

とでございます。 

 しかしながら、２分の１、あるいは３分の１の補助と

申しましても、そのアンテナといいますか、共同受信施
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設の状況によりましては、アンテナだけをつければいい

と、あるいはブースターといいますか、そういうものを

つければいいというだけのことであれば、そんなにお金

がかからなくていいのかもしれませんけれども、もしケ

ーブルそのものにも交換が必要だとか、さまざまなもの

が出てくると、結構多額な経費になるといったようなこ

とも聞いております。そういうような状況であります。 

 それから、当市には夢ネット事業があるわけですから、

何度か申し上げておりますけれども、少し法律的な問題

があって、直ちにとはいかないようですが、夢ネットを

通して、そこにギャップフィラーから無線を出すという

方法が一番実は経費がかからないのではないかというこ

とで、いろいろと研究をしているところでございます。 

 ただ、法律がありますので、これがクリアできるかど

うかというところを今見きわめているところでございま

す。このほかにさまざまな方法があります。それらをい

ろいろと今研究しているところでございますので、もう

少しお時間をいただきたいというところでございます。 

 それから、教育委員会の関係で、私の方では契約を担

当している関係で、一つご説明を申し上げたいというふ

うに思います。 

 燃料の供給業者の決定に当たりましては、物品等の入

札参加資格者、市内業者でございます。そのうちガソリ

ン、軽油、今スクールバスのお話もなされましたけれど

も、これにつきましては旧町村単位ごとにスタンドの施

設を有している業者から見積書を徴して、最低価格で見

積もった業者と単価契約で契約をするということにして

おります。 

 それから、灯油のお話もございましたが、重油、灯油、

プロパンガスにつきましては、これは市の施設に配達す

ると。車と違いまして、施設の維持経費ですから、そこ

に給油をするという条件をクリアすればよいものですか

ら、その条件の中で市内業者の中から見積もりを徴して

最低の者と契約しているというものでございます。ただ

し、災害等、緊急を要するような場合については、また

話は別でございますが、基本的には入札をした業者から

購入するということになってございますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 ただ、原油につきましては、市場価格が変動している

といったようなこともございまして、四半期ごとに見積

もり合わせを行ったり、あるいは契約期間中におきまし

ても、市場価格に激しい変動があったといった場合には

協議をするということになっておりますので、あわせて

ご理解いただきたいと思います。 

 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、凍上災につ

いてお答え申し上げます。 

 林道指定をしている路線について、市道に編入できな

いかというふうなことでございますが、多分補助金を導

入しての整備路線と思われますので、補助金適正化法、

この関係をまず調べてみたいと思いますし、市道管理者

であります担当部長の方ともその辺について協議をして

みたいと思います。 

 それから、林道雪屋横地線でしたでしょうか、これの

路線につきましては、グレーチング部分、いわゆる横断

部分が激しく損傷しているというふうなお話でございま

すので、現地を調査してみたいと、そのように考えます。 

 凍上災の採択は、先ほど申し上げましたような基準で

ございますので、そういうふうな基準を満たして提案で

きる段階で再度検討してみたいと、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） 鹿糠教育長。 

○教育長（鹿糠芳夫君） 私の方から食育教育について

お話を申し上げたいと思いますが、議員もただいま指摘

されましたように、このことを考える場合に、つくる人

への感謝の気持ちとか、あるいは命をいただくことへの

感謝とか、さまざま申されましたけれども、まさにその

とおりであるというふうに考えております。 

 これにつきましては、先ほど教科を通じて、あるいは

総合的な学習の時間、特別活動等を通じてやっているわ

けでございますが、特に最近の問題として言われている

のは、かつては余り考えられなかったわけでございます

が、肥満の問題ですとか、生活習慣病とか、非常に大き

な問題となっております。一方では、朝御飯を食べない

子供もいるというふうなことがございます。 

 こういったことをさまざまに考えながら、文部科学省

では今取り組んでおりますのは、「早寝早起き朝ごは

ん」という極めて基本的な目標を掲げて、これは全国

津々浦々、当市でも全校で取り組んでいるわけでござい

ますが、この問題は指摘のようなことを踏まえて、食の

教育、特にもこれは健康教育として同じような意味合い

になると思うんですが、今後取り組んでいきたいという
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ふうに考えておりますので、ご了承をお願いしたいと思

います。 

○議長（菊地文一君） ４番大矢内利男君。 

○４番（大矢内利男君） 皆川議員の質問に関連して質

問させていただきます。 

 凍上災について質問させていただきますが、今お話、

いろいろご答弁等聞いて、大体理解するわけですが、確

認と見通しについてお伺いをしたいなというふうに思い

ます。 

 以前私、議会でもお伺いしたことがあるんですけれど

も、林道、農道は凍上災には該当しないんだというよう

なお話を伺った記憶があるんですけれども、今、市道に

認定をして対応していったらというお話も皆川議員から

あったわけですが、この辺はどうなのかということを最

初にお伺いしたいと思います。 

○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） 凍上災についてお答え

申し上げます。 

 林道、農道については凍上災の対象にならないのでは

ないかというふうなご質問と受けとめましたが、基本的

には幅員、あるいは舗装厚等が、基準を満たした整備で

あれば、それなりの設計によって施工された事業整備内

容であれば、対象になるというふうなことでございます。

個々の路線については、その辺を調査して、凍上災の要

件を満たすのかどうか、これは今後検討してまいりたい

ということでございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） ４番大矢内利男君。 

○４番（大矢内利男君） わかりました。多分基準を満

たしているかいないかということだと思うんです。路線

によって基準に合っているかいないかということだと思

うんですけれども、旧山形村、現在山形町のことで話を

すれば、久慈市全体にも林道・農道はあると思うんです

けれども、やはり基準を満たしていないのではないかな

というふうに私は解釈をして、今お話をしております。 

 そこで、例えば林道とはいっても、施工の際、改良の

際の手だてとして、林道とか、いろいろな手法で改良等

していくわけですが、林道、農道といっても、やはり多

くを生活道路として占めている部分の林道、農道という

のもあるというふうに思っています。そういう路線につ

きましては、私、専門的なことはわからないんですけれ

ども、構造上、大変弱く、砂利の深さとか、改良の際、

弱くできているんだということで、よその市道、県道、

いろいろな道路よりは弱くできているので、どうしても

傷みが早いということを私は解釈として持っているんで

す。 

 そういうのを踏まえて考えたとき、どうしても傷みが

早い、しかし凍上災等には認定にはならない。基準等も

あると思うんです、市長もお答えいただきましたが。そ

ういう意味で大変傷みがひどくて、そして災害にはなら

ないということで、どうしたらいいかなということで、

いろいろとお願いをするんですけれども、なかなか基準

とか、いろいろなものがあって、なかなか対応できない

ということでここまで来ています。 

 では、どうしたらこれを改良していくのか。30年、40

年たったら、また改良していっていただけるのかという

ことだと思うんですけれども、これもなかなかこれから

先、財政の面とかいろいろな面でなかなか改良等はやっ

ていけない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、しかし路盤が悪くて危険を伴う部分も

多々あります。そういうところを修繕していくためには、

どういう手法なり、今後どういう形で改良、補修、修繕

等していこうと思っているのか。また、そのやり方、見

通しをお伺いしたいと思います。 

○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） 林道の改良計画という

ふうなことだと思います。これは久慈市の考え方が確立

しているわけではございませんが、今後道路の改良整備

につきましては、いわゆる市道、林道、農道を合わせな

がら、一本の道路の改良整備計画としての確立を図りな

がら考えていかなければならないものだと、そのように

思っております。 

 そういうことで、この辺の具体のことにつきましては、

今後話し合いを持って、その方向性を見出していきたい

と、そのように思っておりますが、先ほどの雪屋横地線、

こういうふうな林道の路線につきましては凍上災の対象

になるというふうなことでございますので、財源を伴わ

ないで改良できる復旧方法はいわゆる凍上災と私どもは

とらえてございますので、対象になる路線につきまして

は凍上災で取り組んで整備してまいりたいと、そのよう

に考えているところでございますので、ご理解をお願い

したいと思います。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） ４番大矢内利男君、効率よくま
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とめてやってください。 

○４番（大矢内利男君） 大変それて申しわけありませ

ん、改良の方までいってしまいまして申しわけありませ

ん。要するに凍上災ですね、また冬が来れば、凍み上が

って、路盤が悪くなる。通行の際、危険を伴うというこ

とで、ぜひそういう部分は、毎年同じ部分がそうなって、

徐々に壊れてくるということで、ことしの冬もまた来る

わけですので、その辺を見ながら、保守、維持管理をし

ていただきたいということをお願いしておきたいなと思

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） 交通安全上、支障を来

すような箇所につきましては改良してまいりたいと、こ

のように考えてございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） ５番堀崎松男君。 

○５番（堀崎松男君） それでは、皆川議員の質問に関

連いたしまして３点ばかりご質問申し上げたいと思いま

す。 

 まず、一つは夢ネット事業の地上デジタル化の対応策

の関係でございますけれども、先ほど市長からは2007年

建設、2008年から試験電波というお話が出ましたけれど

も、特にも当地域は中山間部、もしくは西側に山を持っ

た地区の下の地区が非常に難視聴地域であると私は認識

しておりますけれども、それでこの地上デジタル化によ

って、あるいは建設場所によって、ある程度の解消はで

きるのかなという気もしております。そういう中で建設

場所がさてどこなのかという点をお聞かせ願いたい。 

 また、支援策はいろいろあると思いますけれども、そ

の辺は先ほど答弁がありましたのでいいですけれども、

地域、場所がどこなのか。ちまたではある程度聞いてお

りますけれども、果たしてどこなのかということをお伺

いしたいと思います。 

 それから、２点目は県北・沿岸振興策について具体的

にお尋ねしたいと思いますが、私、常日ごろ当地域は地

すべり地帯が非常に多いと。特にも一昨年ですか、かな

り市内は調査したはずです。そうした中で沿岸部にも地

すべり地帯はあるということを認識しております。場所

もわかっておりますけれども、この地すべりに対する対

策をどのように持っていくのかということをお聞かせ願

いたいと思います。 

 三つ目、農業振興についてでございますが、小規模農

家への支援策、ご承知のとおり私どもの地区も農業中心

の地域でございまして、やはり当地区でも二、三回会議

を持ったりして、担い手、あるいは協業化を実施してま

いりましたけれども、なかなかやはり難しいという面が

ございます。 

 そこで、先ほど３名であればというお話が出ましたの

で、ちょっと伺いたいんですけれども、３名であれば面

積はどうでもいいのかということ、あるいは小規模でも

ある程度の面積がなければならないのか。 

 というのは、私たちの地区、面積が少ない地区でござ

いまして、頭から20ヘクタールは完全にバンザイという

点がございますし、農業者が半分ぐらい休んでいるとい

う現況にもございます。そうした中でやはり協業化して

いくには、小さな地域も捨てるところは捨てて、生かす

ところは生かしていこうかという話も出ていますけれど

も、なかなかそれも進まないと。というのは担い手が少

ないと。担い手をどうしてつくるかという難問もあるわ

けです。 

 そうした中で先ほど出ました３名、あるいは３名で例

えば２町歩あればいいのかとか、３町歩あればいいのか

と、いろいろあろうかと思いますけれども、その辺の対

応をちょっとお聞かせ願いたいと思います。この３点で

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） 初めに、夢ネット事業

についてのご質問にお答えをいたします。 

 アンテナを立てる位置はということでございますが、

現在県内の放送業者が連携して、共同アンテナを立てる

ということで、いろいろと調査研究をしてきたところで

ございます。その結果、折爪からの電波を受け、それを

最も効果的にさらに市内に向けて出すことができる場所

はということで、それは半崎の高台ということで決めら

れたと伺っているところでございます。 

 市内の電波につきましては、そのほかに山際が見るこ

とが困難になるのではないかという話がございましたが、

それについては野田の和佐羅比山からの電波、あるいは

もしかすれば場所によっては折爪から直接受けるという

こともできると思いますけれども、電波が強くて、そし

て直進性があるということで、届くには届くけれども、

また陰は弱いといったところもあるようです。そういっ

たところをどう解消していくかということをさらに放送

業者等でも研究をしているところでございます。私たち
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も業者と連携して、取り組んでいるところでございます。 

 それから、県北・沿岸振興についてのご質問でござい

ますけれども、これは具体的にはこれから地域ビジョン

ということで示されます。その中でいろいろと協議をす

るということになっておりまして、具体的にそういった

ものが入ってくるのかどうかということは今の段階では

ちょっとお話しできませんけれども、そういう中でそう

いった点につきましてもいろいろと聞いて、各セクショ

ンで打ち合わせをしていくということになろうかと思い

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） 農業振興にかかわりま

して、小規模農業者への支援策でございますが、先ほど

３戸以上が対象になるという意味合いでございますけれ

ども、これは新いわて農業担い手支援総合対策事業のこ

とでございます。これは県単事業なわけでございますが、

これが３戸以上の組織をつくれば対象要件となりますよ

という意味合いでご答弁を申し上げたものでございます。 

 いわゆる品目横断的経営安定対策につきましては、従

来どおり集落営農組織で基本20ヘクタール以上、認定農

業者で４ヘクタール以上をクリアしなければ対象になら

ないというふうなことでございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 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） 県北・沿岸振興にかかわ

りまして、地すべり等のご質問をいただきましたが、こ

れまでも川代、あるいは侍浜の桑畑地区等、地すべりに

限定すれば、そういうふうなところを県の方にお願いし

て、さまざまな工法対策をしていただいているわけです

が、市内には急傾斜地とか、土砂災害、土石流の危険箇

所等もございますので、これらにかかわりましても今後

県の方にさまざまな形で要望し、その対策に努めていた

だきたいと、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） ５番堀崎松男君。 

○５番（堀崎松男君） それでは、再度質問します。 

 地すべり対策の関係でございますが、実は緊急にやら

なければならない場所もあろうかと思います。具体的に

言いますけれども、小袖－三崎間の地すべり沿岸部、恐

らく場所は知っていると思いますけれども、ここは緊急

にやらざるを得ないのではないかなと私は思っています

けれども、沿岸部の水産振興の部分からも、土砂が流入

していくという可能性もありますので、その辺について

もお聞かせ願いたい。 

 農業振興の中での支援策ですけれども、担い手という

関係ですが、３戸で担い手ということになれば、１人だ

けでもいいのかと。担い手が２人いなければいけないの

かと。単純にいえば３戸ですから、担い手がいなくても、

１戸だけあればいいのかという問題もございます。です

から、その辺がどうなのか。そうすると、１人だれかオ

ーケーすればもうできるのかという面もございますので、

実質的な担い手の育成支援策はどうなのかということも

あわせてお願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） まず、ただいまのご質

問、いわゆる担い手条件でございますけれども、認定農

業者が過半数以上であって、３戸以上の農家で組織され

ることが条件というふうなことで、先ほど市長の方から

もご答弁申し上げております。そういうことでございま

す。 

 それから、小袖沖の漁場の件でございますけれど

も…… 

○議長（菊地文一君） がけが急だから、地すべりがあ

るのではないかと。 

○農林水産部長（中森健二君） 道路の件でございます

か。これにつきましては、小袖生産部の方からの申し入

れがございまして、環境省、いわゆる宮古事務所の方と

協議中でございます。これも現地を確認していただいて

おりまして、森林管理署の方でこの件については現在検

討中ということでございますので、ご理解をいただきた

いと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 23番八重櫻友夫君。 

○23番（八重櫻友夫君） 皆川議員の質問に関連しまし

て何点かお伺いいたします。 

 順番が違いますが、最初に教育行政について、教育長

の先ほどの答弁でわかりましたが、先ほど総務企画部長

の財政に関しての答弁がございましたので、そこで確認

をさせていただきたいと思います。 

 まず一つは、私はバスの直営に対しても、またタクシ

ーの移行についても、また灯油、プロパンガス、いろい
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ろな点について思うんですが、先ほど部長の答弁では、

旧町村ごとに業者を指定してあるというようなお話がご

ざいました。そういうことで確認をしておきたいんです

が、旧山形村であったら、その地域にプロパンガスでも

灯油でもみんな指定されてあるのか、それを確認してお

きたいと思います。 

 私は合併して、システムという形でやっていった場合

には、久慈にだけ業者が集中してしまった場合に、その

点、旧山形村の人たちは不便を感じるのではないのかな

という思い。そして、当分の間であれば、何年間でも旧

山形は山形のスタンドならスタンドを使っていただく、

灯油なら灯油を配達してもらう、やはりそういうふうに

しておいてあげた方がよかったのではないのかなという

思いでございます。そして、また契約等もあれば、それ

もまた当分の間、随意契約という方法で残してやって、

それから何年か後に考えるという方法も必要だと思いま

して、質問させていただきます。 

 灯油、ガス、それからいろいろな面、旧山形村に指定

されてあるか確認の意味でお伺いしたいと思います。 

 あと、二つ目は子育て支援についてお伺いしたいと思

います。 

 まず、一つは、久慈市の未来を築く場合には、たくさ

んの子供さんが誕生していただきたいというのは、これ

はだれも願うことだと思います。やはりそれをしたくて

も、今の生活環境の中では大変苦労しているお父さん、

お母さん方がいるというのが今の現状でございます。そ

ういう人たちを一つでも解決してあげるためにも、私は

もっと子供に対しての、お父さん、お母さん方に対して

の支援をもっと考えるべきではないのかなという意味で

質問させていただきます。 

 まず、間違っていたら教えていただきたいと思います

が、現在のところ保育園に子供が３人入っていた場合に

３番目の人については保育料が無料だというふうに私は

思っているんですが、それを私は保育園に入っていなく

ても、その家庭の中で３番目の人が保育園に入ったら無

料化にするというふうに改めるべきではないのかなとい

う思いがありますが、その点をそういうふうにする考え

はないのかお伺いしたいと思います。 

 それから、二つ目は、これも子育て支援ですが、延長

保育については保育園でやっているところもございます。

私は今のこの国の制度で、老人たちに対しては介護サー

ビス、ホームヘルプサービスというのはありますが、小

さい子供さんたちを持ったお父さん、お母さん方を手助

けしてあげる、また応援してあげるという意味で、やは

りお父さん、お母さん方を手助けするホームヘルプサー

ビスを行うべきではないのかなという思いで質問させて

いただきます。 

 例えば子供が生まれて大変なので、家事の手伝いをし

てあげるとか、入浴のサービスを手伝ってあげるとか、

病院に行くときは付き添いもしてあげるとかというふう

な、そういうところまでも久慈市独自でやっていく考え

はないのかなという思いでいっぱいです。 

 やはり初めてお父さん、お母さん方で子供をもうけた

ときには、仕事もしなければならない。昔みたいにお父

さんが仕事をして、お母さんは家にいるという状態は今

はもうできないような環境になってきておりますので、

そういう中で行政として、そういう制度をつくって、ま

た一部でもサービスしてあげて、助けてあげるような制

度を考えるべきではないのかなと思いますので、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） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 燃料の供給業者のこと

についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、市の施設というのは、市内あちこちといいます

か、町村単位にありますが、そこに車があると。その車

がガソリンを入れにいく、あるいは軽油を使うといった

場合に、公の施設から遠くまでですね、もし１社という

ことになりますと、遠いところまで行かなければならな

いという大変な経済的なロスが出るといったような観点

から、軽油につきましては旧町村単位の地区内に指定が

してあるというものでございます。 

 ただ、重油、灯油、プロパンガスにつきましては、そ

の施設がそれぞれあって、そこにとった業者がもちろん

配達をするという条件があるわけでありますが、その配

達をするという条件つきでそれぞれ区分けしてという考

えではございません。 

 市では燃料とか、物品の購入をする場合には、原則と

して、これは見積もり合わせによって、市に最も有利な

価格で申し込みをした者と契約をするという、その方を

相手としているということでございますので、この点に

つきましてはぜひご理解いただきたいと思います。ただ、

先ほど申し上げましたが、途中で原油の変動があって、

業者さんが苦しい状態になる場合も考えられますので、
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それについては協議をして、再度見積もりをとるという

ようなことはやっております。そういうことでご理解を

ぜひいただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 子育て支援について

お答えをいたします。 

 まず、１点目の戸籍上の３人目を無料化にすべきでは

ないかというふうなことだと理解しましたが、現在は一

部軽減をやっているわけでございます。それにつきまし

ては1,000万円前後の軽減額になっております。３人目

を無料化することによって、かなりの財源が必要と。

5,000万円を超える財源が必要というふうなことでござ

いますので、非常に厳しいということでございます。 

 次の２点目でございますが、子供を持つお父さん、お

母さんたちに対するホームヘルプサービス、あるいは支

援等いろいろやるべきではないかということでございま

す。確かに子育て支援、少子化傾向にある中で、支援対

策等を国の方でもいろいろと検討しておりますが、現在

いろいろな分野でやっておりますが、現在は駅の裏に子

育て支援センターがあるわけでございますが、あそこの

目的の一つには、自主グループをつくって、お母さん方

の交流を図りながら、お互いに支え合いましょう。 

 今まで、おじいさん、おばあさんたちと一緒に暮らし

ながら、若いお父さん、お母さんに教えていただくのが

今はなくなっているということから、子育て支援センタ

ーを中心にしながら、自主グループの育成を図りながら、

交流を図りながら、あるいは保健師さんたちの協力を得

ながら支援していきましょうということで設置されてい

るわけですが、そこでの活動を活性化していきたいとい

うふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思いま

す。 

○議長（菊地文一君） 23番八重櫻友夫君。 

○23番（八重櫻友夫君） 総務企画部長、わかりました

が、１点だけ確認しておきますが、旧山形村で灯油でも

重油でもプロパンでもそうですが、そういう見積もり合

わせの結果、そういう業者が前と比べてなくなったとい

うことでよろしいですか。なくなったというか、今まで

はずっと山形村内で利用していたけれども、そこは指定

できなくて、見積もり合わせの結果、旧久慈市内だけに

なったんだということで理解していいのか、お伺いした

いと思います。 

 それから、総合支所長にお伺いしたいと思いますが、

私はこの６月議会、そして今回の９月議会ですごく感じ

るんですが、私も合併の一人の委員でございましたが、

合併してどうだった、こうだった、こういうのが悪くな

ったとかという、こういう議会で話があることがすごく

残念で悲しくてしようがありません。 

 なぜかといいますと、せっかく総合支所長さん、次長

さん配置されているんですから、私は旧村民の人たちと

ひざを交えて、この議会でこういう質問がないように対

応していただきたいなという思いで質問させていただき

ますが、合併したことによって、もちろん旧久慈市も旧

山形村もそれなりの不便を感じている面はあると思いま

すが、それを一つ一つ解決してあげるような総合支所長

さんの役割もあると思いますし、あるときには、市長と

けんかしても予算を持っていって、山形の方に頑張って

あげるというのも総合支所長さんの役割だと思いますが、

現状はきっと山形総合支所長さんのところには住民から

たくさんのいろいろな問題が行って、大変悩んで、夜も

眠れないようなときもあると思いますが、その点につい

ては頑張っていただきたいと思いますし、今どのような

状況で、今後どのように支所長としてやっていこうとい

うふうに考えているのか、支所長さんの考えをお伺いし

たいと思います。 

 以上です。 

○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） 燃料の供給についてで

ございます。ご確認されたいとのことでございますが、

灯油につきましては、山形を三つの地区に分けて、見積

もり合わせをしております。その結果、価格の最も低い

ところと契約したところでございます。それは市内全体

の業者を対象としております。結果といたしまして、灯

油につきまして、そして重油につきましても、その二つ

につきましては山形地区の方でない業者がとられたとい

うことでございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 角山形総合支所長。 

○山形総合支所長（角一志君） いろいろ合併の問題に

つきまして、議員各位からご心配いただいている点が多

いというように指摘いただきました。 

 私、総合支所長として、これまで半年ですか、過ごし

てきたわけでございます。確かに合併当時は市村の制度

といいますか、事務の流れといいますか、そういう仕組

み、そういうのが違っていたと。当然まさに行政もそう
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でした。行政とのそういう関係もあったわけですが、今

は庁内では事務的にもなれてきておりますし、みんな落

ちついている状態にあります。 

 ただ、いろいろな面でやはり合併には、我々が合併協

で想定しなかった事項というのが徐々にあらわれてきて

いる点もあろうかと思います。ただ、考え方は地域をよ

りよくしていくための行政であるということと、仕組み

が変わっていくという一つの流れの中ではやむを得ない

のかなと、こう考えているところでございます。我々は

その意見、提言にこたえるために、今後いい地域づくり

をしていかなければならないだろうと、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） 14番小栁正人君。 

○14番（小栁正人君） それでは、皆川議員の質問に

関連いたしまして何点か質問させていただきます。 

 最初に、街なか再生推進事業に関してでありますけ

れども、現在高質空間形成施設整備事業、それから例

の物産館等街なか再生核施設整備事業、それから今度

中心市街地活性化法が改められたことによる基本計画

の策定ということで、この三つが大体今一番喫緊の課

題であろうかと思いますけれども、そこで久慈市中心

市街地活性化協議会の準備会が８月に立ち上げられた

ということで、これが多分法定協議会に移行するであ

ろうということなんですけれども、実はその構成メン

バーの方が13団体で15名の委員からなられるというこ

とですけれども、具体的に会長さんの名前は新聞等で

知っていますけれども、ほかの方の個人名というのは

きちんと公表していただきたいと思いますけれども、

その辺いかがなんでしょうか。 

 それから、もう一つ、この中に街の駅・久慈に関す

る市の出資比率を上げるなどの条件をクリアした後に

法定協に移行するということなんですけれども、その

出資比率、現在どのくらいで、今後どのくらいに上げ

るのかという具体的数字をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 それから、新しい基本計画は、今までの基本計画は

10年サイクルということでつくられましたけれども、

何年の期間を要する計画であるかということが一つで

す。 

 それから、今回、今までは商業振興に偏ったような

活性化策でありましたけれども、今後居住環境の向上

とか、都市福利施設整備等にも支援をするということ

なんですけれども、そこで平成17年11月まで計画があ

りました市営住宅の問題、あのとき途中でだめになっ

たのは、まちづくり交付金というものの活用にはちょ

っと向かないのではないかというようなことで計画を

断念したというようなことだったんですけれども、あ

れはあれなりに居住人口の増加とか、反対の意見もあ

りましたけれども、それなりに街なかにつくるという

ことに意義があったのではないかと思いますけれども、

そういうことをまた復活する考えがあるのかどうかと

いうことです。それをお聞かせください。 

 それから、高質空間形成施設整備事業、これの全体

の予算は幾らなのか。それから、地域的な範囲、中心

市街地といった場合、以前は川崎町までずっとだった

んですけれども、ちょっと違うような話も仄聞したも

のですから、施設整備事業の範囲をお聞かせください。 

 それから、食育関係ですけれども、先ほど肥満の問

題とかありました。健康教育ということでもとらえて

いるということなんですけれども、実は少女雑誌等を

見られたことはございますか。病的に痩身モデルとい

うんですか、要するにすごくやせた女の子がさもファ

ッションリーダーみたいにして、たくさん載っている

んです。そうしますと、一番栄養をとらなければなら

ない時期の女の子がそういうモデルさんにあやかりた

いと思って、食を粗末にするということが多々見られ

るというようなことを聞いております。そういうこと

に対する教育はなされているのかどうか、それもお聞

かせください。 

 以上です。 

○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） 街なか再生の関係に

ついてお答えを申し上げたいと思います。 

 最初に活性化協議会のメンバーでございますが、13

名とアドバイザー３名になっているところでございま

す。これにつきまして、これは公表等はしているもの

でございますので、ご了承をお願いしたいと思います。 

 それから、活性化協議会の準備会、今立ち上げにな

っているわけでございますが、この中で活性化協議会

の構成、法律によりまして、二つの必須条件の設立メ

ンバーが必要ということでございます。 

 その中の一つがまちづくり全体にかかわるまちづく

り会社を設立して参画ということでございます。もう

一つの要件は商業者ということでございまして、久慈
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の場合は商工会議所がなるというふうなことになって

いるものでございます。 

 この出資の関係の質問があったわけでございますが、

現在のまちづくり会社を定款の変更をしまして、まち

のそういった事業の取り組みができるような会社にす

るというふうな基本的な考え方になっているものでご

ざいます。この際に第三セクターとしての久慈市の出

資が求められるところでございまして、これについて

は出資要件が100分の３ということでございます。 

 なぜ100分の３かといいますと、この会社の果たす

役割というのは、今回街なかの再生に取り組むという

ことで、公益性の高い会社になるわけでございます。

そういったことで、一定の行政、市が関与できる仕組

みにするようにというのが法の要件になっているもの

でございます。この100分の３は、会社法に基づきま

す一定の議決権を要する部分ということでございます

ので、そこのところで新聞報道等でなされた内容とい

うのは、その内容ということでございます。 

 100分の３ということでございますので、現在の株

式会社は１億5,500万円ということでございますが、

久慈市は現在は10万円の出資をしているところでござ

います。100分の３ということになりますと、四百数

十万の出資が必要になってくるというふうなことでご

ざいます。これらについて法定の協議会に移行するま

での間に市と会社、それから商工会議所等と今協議を

しているというところでございます。 

 それから、新しい中心市街地活性化基本計画でござ

いますが、これは計画実現性を高めるというふうなこ

とで、国の方では５年程度を考えているというふうな

ことなようでございます。これにつきましては、当市

の場合は平成18年度からまちづくり交付金事業を既に

着手をいたしているわけでございますので、その辺の

ところは今後国と詰めをしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 それから、以前の計画に市営住宅の合築があったわ

けでございますが、改めて検討の余地はないのかとい

うふうなことでございますが、まさに今回の計画とい

いますのは、街なか居住の推進を図るというふうなこ

とで、生活の利便性の高い中心市街地にコンパクトな

まちで、生活利便性の高い居住環境を整備するという

のも大きなねらいになっているものでございます。公

営住宅、それから民間の投資等につきましても協議を

しながら、街なか居住の推進について検討を進めてま

いりたいというふうに考えているものでございます。 

 それから、高質空間の予算は幾らかというふうなこ

とでございますが、これは予算といいますか、事業費

でございますが、１億少し事業費上は見積もっている

ものでございます。 

 それから、範囲につきましては、中心市街地活性化

計画の範囲は川崎町を含めたエリアというふうなこと

でございますが、この高質空間の事業でありますまち

づくり交付金につきましては荒町から本町までという

ふうなことで、川崎町のエリアはこの事業には含まれ

ていないものでございます。 

 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） 食育について私の方からお

答えを申し上げたいと思いますが、先ほども申し上げ

ましたが、私は食育教育、すなわち健康教育というふ

うに考えております。ただいま議員は痩身モデルとい

いますか、そういったことの指摘があったわけでござ

いますが、食を粗末にするという観点の中で、私も考

えるに、外見の体格とか健康と、これは必ずしも一致

しない場合もございます。 

 そういった面で食育、健康教育については、十分留

意していかなければなりませんが、例えばこれまでの

調査によりますと、当市の管内の子供たちは、県内の

子供たちと体格的にはそんなに大差はない状況になっ

てございます。ほぼ平均値ということになりますが、

一方、中身に入ってきますと、瞬発力が非常に弱いと

か、体格は県内平均並みにあるんですが、瞬発力とか、

短距離走とか、そういった瞬発的な力の弱さが顕著に

あらわれております。 

 そういったこと等を教育事務所とも分析しながら取

り組んでいるところでございますが、食育と健康教育

と、これはただいま申し上げたような、世の中にさま

ざまなそういった子供たちがあこがれを持つような事

態もありますけれども、そうではなくて、将来社会人

として、心も体も知識という点でも、知・徳でのバラ

ンスのとれた人間としての生育を私どもは担当してい

るわけでございますので、今の指摘の点は十分留意し

てまいりたいと、そのように考えているところでござ

います。 

○議長（菊地文一君） 14番小栁正人君。 
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○14番（小栁正人君） では、何点か再度質問させて

いただきます。 

 県北・沿岸振興の関係ですけれども、７月21日に知

事の方に要望されたということで、その中でも19年度

の重点要望を行われたということですけれども、重点

要望にも書いていますし、先ほども商工会議所の会頭

さん同士の懇談の中にも出ましたけれども、八戸・久

慈自動車道の早期完成ということでございます。 

 その中にモーダルシフトの推進のためにも、八戸・

久慈自動車道を早く完成していただきたいというふう

な文言が19年度の重点要望の中には書いてあるわけで

すけれども、そのことにおいて、八戸港と久慈港が重

要港湾と位置されるようになっていただきたいという

か、なりたいとか、そうしたいということなんでしょ

うけれども、道路ができまして、こちらから八戸の方

に物を運んで、八戸港から船で大量輸送するというこ

とはぱっとイメージとしてわくんですけれども、久慈

港から大量に物を東京なり九州なり運ぶというような

現実がなかなか私にはイメージとして浮かばないんで

すけれども、文言として読めば、そのような表現をさ

れているわけですけれども、そのモーダルシフトとの

関連について、その辺ちょっと当局のお考えをお聞か

せ願えればと思います。 

 それから、もう一つは、例の久慈、二戸、八戸の３

圏域連携懇談会に対する支援も県の方ではやるという

ようなお言葉でして、非常にうれしく思っております。

県の振興策と３圏域連携における施策とがうまくミッ

クスすれば、かなり県北・沿岸振興に期待できるので

はないかなと思っておりますので、再度そのことに対

する市長の考え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） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ご質問の趣旨をあるいははき

違えて答弁してしまうかもしれません。ご指摘をその

際には賜ればと、このように思っております。 

 ３圏域連携につきまして、岩手県、青森両県がこの

メンバーの中に加わっております。これまで、ともす

れば広域連携というのは、例えば市町村レベル間の連

携でありますとか、県レベル間での連携と、こういっ

たいわばカウンターパートといいますか、そういった

ところとの連携といったことが多く見られたと、この

ように思っておりますが、今回は両県及び自治体とい

う中での連携ということに大きな特色があるものであ

ります。 

 そういった中でこの点では防災の関係でありますと

か、医療の関係、あるいは観光の関係、こういったこ

とを主に具体的なテーマとして設定して、連携事業を

図っていこう。そのことによって、それぞれの地域を

活性化していこうという目的がございます。 

 これに加えまして、岩手県が今行おうとしている県

北・沿岸地域の振興というものは、その地域の産業を

振興していくための施策を展開しようということで、

県北地域、あるいは沿岸地域ごとに戦略的なことを立

てて、それを県として実践していくんだと。当然それ

には地元市町村も巻き込んでいくのですと。こういっ

た若干の違いがあろうかと思います。しかし、それは

全くかけ離れた施策ではなくて、お互いがどこかで重

なり合っているということで、私は理解をしていると

ころでございます。 

 そうした中で、例えば県北地域、つまり二戸、久慈

地域の産業振興ということになりますと、どうしても

第１次産業振興が中心になってきている、あるいは食

産業、こういったところに重きを置いて、県北・沿岸

地域の振興策というものが県で策定されるのではない

のか。先ほど答弁申し上げましたとおり、昼前に知事

が内容について発表しているようであります。したが

って、産業振興という観点でありますので、基盤整備

といったところには余り触れられないものが本日発表

されているのではないのかと、このように思います。 

 ただ、この後、岩手県もさらに地域地域の計画をつ

くっていく。その中に果たして基盤整備といったもの

を盛り込んでいただけるのかどうか、これから私ども

そこを詰めていかなければならないというふうにも思

っております。 

 そうした中、基盤整備の一つであります八戸・久慈

自動車道、これは両圏域を結ぶ非常に大きな道路網と

なるものであります。これを一日も早く完成させてい

くことが、単に港を利用して荷物を動かすという意味

でのモーダルシフトに限らず、産業振興、観光面含め

て、全般の基礎となる八戸・久慈自動車道であると、

このように認識しておりますので、もちろんモーダル

シフトも含めてでありますが、両圏域を結節するため

の重要な問題として取り組んでまいりたいと、このよ

うに思っております。 
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 また、モーダルシフトについてあえてもう１点申し

上げますと、私は内陸部との結節といったことも大変

に重要な問題であると考えております。281号、平庭

区間の改良でありますとか、そういったところがなさ

れなければ、久慈港であれ、八戸港であれ、大型コン

テナを輸送していくような道路網が整備されないとい

うことになれば、それだけで港の利用価値というのは

半減をしかねない。そういった意味から、道路整備と

港の整備は一体であるべきだと、こういった主張をし

てお願いをしているところであります。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は午後３時30分といたします。 

午後３時12分   休憩 

──────────────────── 

午後３時30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。 

 一般質問を継続します。30番、日本共産党久慈市議

団代表、小野寺勝也君。 

〔日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也君登

壇〕 

○30番（小野寺勝也君） 日本共産党久慈市議団を代

表し、市政をめぐる諸問題について市長に質問をいた

します。 

 質問項目の第１は、高齢者に対する増税の中止と新

たな軽減措置の創設についてであります。 

 本年６月、住民税の納付通知書が各世帯に郵送され、

これを見た市民から「なぜこんなに増税になったのか、

今年は税金が異常に高くなり、大変でどうしようもな

い」などといった疑問と苦情が相次いで聞かれます。

実際新たに非課税から課税になったり、増税となる人

は高齢者で1,700名前後に及んでいると言われており

ます。 

 住民税の増税は、政府、自民党・公明党の両党が

2004年、2005年の税制改正で48万円の老年者控除の廃

止、公的年金等控除の140万円から120万円への縮小、

125万円の非課税限度額の廃止、そして定率減税の半

減に起因しています。そして、これは今年度にとどま

らず、来年度さらに増税となる仕組みとなっています。 

 市民の不満と怒りの背景には、こうした増税だけで

なく、年金額がこの６月から0.3％減らされ、収入が

ふえないのになぜ税金が上がるのかという点、住民税

の増税がそれにとどまらず、国保税や介護保険料の引

き上げと連動していることが挙げられます。これでは

高齢者に対してあまりにも酷であり、我慢の限界を超

えたものと言わざるを得ません。地方自治体が国の悪

政から住民を守る防波堤としての役割を果たすことが

切実に求められています。 

 ついては、高齢者への増税の中止、見直しを政府に

求めるべきだと考えますが、お尋ねいたします。 

 ２点目は、増税となる年金生活世帯などに対し市民

税の軽減措置を創設すべきと思いますが、お尋ねいた

します。 

 質問項目の第２は、国民健康保険税減免要綱の改善

についてであります。 

 国民健康保険は、国民皆保険制度の中心的役割を担

い、国民の健康維持に大きく寄与してきました。しか

し、国民の健康維持に直接責任を負うべき政府が国庫

負担率を医療費の45％から38.5％へと大幅に削減して

以来、政府の後退が相次ぎ、国民健康保険事業は危機

的状況になっています。負担能力を超える国保税が家

計を圧迫し、払いたくても払い切れない状況が広まっ

ています。私どもが行っている市民アンケートにも、

国保税の支払いに苦慮している状況が数多く書き込ま

れています。国保税の減免制度にしても、生活保護基

準を下回るのが実情であります。 

 ついては、生活保護基準以下は例えば10割減免、

130％以下は７割減免など、生活保護基準を基準に国

保税の減免要綱を改善すべきだと思いますが、ご所見

をお聞かせください。 

 質問項目の第３は、関郵便局の集配・外務業務の廃

止計画についてであります。 

 郵政公社は、去る６月、民営化に向けた効率化施策

として、集配拠点、郵便貯金、簡易生命保険の外務営

業拠点の再編計画を発表しました。関郵便局の集配・

外務業務の廃止もこの計画の中に盛られており、来年

４月からは窓口業務だけとなると言われております。

もしこれが実際に実施されれば、郵便物の集配や金融

サービスなどが低下することとなり、安心安全なまち

づくりへの不安も広がることになりかねません。 

 しかも、これはあくまでも第１次計画であり、民営

化以降、さらに2,560局の集配局が再編、縮小、廃止
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する計画と聞きます。現在市内には集配業務を行って

いる郵便局は六つありますが、民営化以降いつ廃止の

対象となるのかわからないこととなります。郵政民営

化法成立の際の附帯決議でいう現行水準が維持され、

万が一にも国民の利便に支障が生じないよう万全を期

するというのがほごにされかねません。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 公社の存続要請と現在の状況について。 

 2007年10月以降、さらに2,560局の再編・廃止計画

があるというのは事実かどうか。そして、郵便局株式

会社法第１条の郵便局を活用して行う地域住民の利便

増進に資する業務を目的とし、さらに第４条の銀行業

及び生命保険業の代理業務その他ができる条項を活用

し、廃止撤回を求めるべきと考えますが、お答えくだ

さい。 

 質問項目の第４は、市民バスの運行計画についてで

あります。 

 スクールバスや福祉バス等を活用する方策について

は、一昨年の12月議会でも提起をしてきたところであ

ります。政府の規制緩和の名のもとに2000年４月に道

路運送法が改悪され、バス事業の参入・撤退が基本的

に自由となり、いわゆる不採算路線からの撤退が相次

ぎ、住民の交通手段の確保が問題となってきました。

特にも高齢者、交通弱者の足の確保と不便さを解消す

る施策の確立が求められています。 

 この点で市が所有するスクールバス、福祉バス等を

活用した市民バス、あるいは地区によっては福祉有償

輸送事業や乗り合いタクシー等も検討すべきと考えま

すが、ご所見をお聞かせください。 

 質問項目の第５は、障害者とその家族への支援につ

いてであります。 

 本年４月施行の障害者自立支援法が障害者と家族を

直撃しています。福祉サービスに原則１割の応益負担

が導入されたためです。障害が重く、多くの支援を必

要とする人ほど、重い利用料負担を強いる原則定率１

割の応益負担は、社会福祉の理念には反するものであ

ります。通所施設の場合、無料だったものが、月２万

円から３万円もの大幅な負担です。施設への報酬も減

り、経営が危ぶまれる状況とも聞きます。10月からは

新たに補装具、障害児施設にも応益負担が導入されま

す。制度の見直しはまさに急務です。 

 障害者と家族及び施設に負担を強いる自立支援法の

抜本的改善を政府に求めるべきだと思いますが、お聞

かせください。 

 ２点目は、当面市独自の利用者負担の軽減策を講ず

るべきと考えますが、お聞かせください。 

 質問項目の第６は、品目横断的経営安定対策につい

てであります。 

 この政策は、これまで作物ごとに行ってきた価格政

策をすべて廃止をし、ごく一部の大規模経営だけを対

象に補助しようとするものです。農家では４ヘクター

ル、特例でも2.6ヘクタール以上、集落営農では20ヘ

クタール以上で、かつ対象農地の３分の２以上の集積、

経理の一元化、規約・定款の明記、主な担い手の選定、

５年以内の法人化が条件とされています。 

 これが実施をされれば、生産の大半を担う農家経営

が大きな打撃を受け、営農が続けられなくなります。

田畑が荒廃し、食糧自給率が一層低下する危険があり

ます。農業と農村は、食糧供給はもとより、環境や景

観の保持、洪水の防止や水資源の涵養など、かけがえ

のない存在であります。それを非効率の名で切り捨て

ることは許されません。 

 お尋ねをいたします。 

 品目横断的経営安定対策に農家数及び農地面積の

何％を集約しようとしているのか。 

 ２点目は、対象とならない農家、農地への支援策を

お示しいただきたいと思います。 

 質問項目の最後は、生活密着型の公共事業を活用し

た仕事と雇用の確保についてであります。 

 市の公営住宅ストック総合活用計画によると、市営

住宅への需要は多く、低廉な家賃で供給するという公

営住宅の役割は大きいと、需要と役割を述べています。

計画では、平成17年度までの前期計画で一つの団地の

建てかえが終了する予定でした。市営住宅の改築は、

平成６年度のみなと団地を最後に中断し、一部には使

用に耐えられなくなり、空室のままになっているもの

もあります。 

 需要にこたえ、役割を発揮するためにも早急な改築

再開が必要であります。加えて、住宅改築は、28の業

種の参加が必要とされ、景気対策としても、その有効

性は証明済みであります。市営住宅改築の再開を早急

に求めるものであります。 

 この項の２点目は、急傾斜地崩壊危険箇所や浸水危

険箇所の解消であります。市民の生命・財産を守るこ
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とは何事にもかえがたい行政の責務であります。危険

箇所の解消を年次計画を立てて促進すべきであります。

お尋ねをいたします。 

 ３点目は、市道の改良・舗装の促進であります。こ

の問題に対する市民の関心、要望は特にも高いものが

あります。私どもが行っている市民アンケートにも数

多く寄せられています。年次計画を立てて促進すべき

と思いますが、お尋ねをいたします。 

 以上、申し述べました３点は、いずれも市民の切実

な要望に合致をし、かつ景気対策上も大事であります。

生活密着型の公共事業を促進するためには、たとえ借

金をしたとしても、それは市民の共感が得られ、名誉

ある借金と評価されるものだろうというふうに思いま

す。このことを申し述べまして、登壇しての私の質問

といたします。 

○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） 日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、高齢者に対する増税の中止と新たな軽減措

置の創設についてお答えいたします。 

 まず、高齢者への増税の中止、見直しについてであ

りますが、平成16年度地方税制改正により、世代間及

び高齢者間の税負担の公平の観点から、所得税と同様

に公的年金等控除の見直しとあわせて、老齢者控除も

廃止されたところであります。 

 今後地方分権が進む中での税収確保は最重要課題と

考えておりますが、高齢者等低所得者の税負担のあり

方につきましては、まず県内都市税務主管部課長会議

で意見を交換してまいりたいと考えております。 

 次に、市税軽減措置についてでありますが、税率の

定め方は、課税総所得金額、または課税分離所得ごと

に定めることとされておりまして、特定の所得区分や

所得の種類による税率の差を定めることは、地方税法

第313条及び地方税の施行に関する取り扱い通知に基

づき、できないものとなっております。 

 なお、平成17年度地方税制改正によりまして、平成

17年１月１日現在で65歳に達していた者については、

激変緩和措置として、平成18年度分については所得割

額及び均等割額の税額の３分の２を減額し、平成19年

度分については３分の１を減額する措置が講じられて

おります。 

 次に、国民健康保険税減免要綱の改善についてであ

りますが、現在所得減少等による軽減については、被

保険者が病気、失業等によって所得が減少するなど担

税力が著しく減少した場合、申請により、市税条例及

び国民健康保険税減免要綱に基づく減免等で対応して

いるところであります。 

 平成17年度に国保税の平準化とあわせて税率の改正

を行ったところでありますが、国保財政は非常に厳し

い状況となっておりまして、当面は現行の制度で対応

し、他市の状況を見ながら、減免のあり方について検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、関郵便局の集配・外務業務の廃止計画につい

てお答えいたします。 

 まず、存続要請と現況についてでありますが、これ

まで関郵便局の集配業務等を陸中山形郵便局が担当す

ることについては、集配サービスの後退とならないよ

う強く要請を続けているところであります。 

 日本郵政公社東北支社では、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については、平成

19年３月から陸中山形郵便局が担当する予定であり、

郵便物の配達の回数や集金業務については、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、今後とも強く要請してまいりたいと考えてお

ります。 

 また、次なる再編計画についてでありますが、日本

郵政公社では、平成19年10月の民営化・分社化に伴い、

現在郵便物の集配を受け持つ郵便局を郵便物の区分や

集配作業を行います統括センターとその統括センター

で区分された郵便物の配達等を行う配達センターとに

機能を分離し、集配拠点等の再編を行う予定となって

はいるが、郵便局窓口は存置し、郵便局ネットワーク

はこれまでどおり維持すると伺っているところであり

ます。 

 また、郵便局株式会社法を活用し、廃止撤回を求め

るべきとのことでありますが、これまでも集配サービ

スの後退とならないよう強く要請しているところであ

り、今後も地域住民の利便の増進に資することを目的

とする郵便局株式会社法の趣旨を認識をいただき、住

民サービスの維持向上を図るよう引き続き強く要請し

てまいる考えであります。 



－71－ 

 次に、市民バスの運行計画についてお答えをいたし

ます。 

 市民バスの運行につきましては、本年７月に新市バ

ス交通のあり方に係る検討委員会を立ち上げ、検討結

果を今後のバス運行に反映させることを目的といたし

まして、これまでに２回開催したところであります。 

 本検討委員会においては、地域の交通計画に詳しい

岩手大学工学部の先生にアドバイザーをお願いをいた

しまして、福祉有償輸送、乗り合いタクシー等、他の

市町村で実施しておりますさまざまな形態のバス運行

についての情報を提供いただきながら、バス運行に係

る検討を行っているところでありますので、ご了承願

います。 

 次に、障害者とその家族への支援についてお答えい

たします。 

 まず、自立支援法の改善についてでありますが、本

年４月に施行されました障害者自立支援法は、障害者

が地域で自立した生活を営むことができるよう必要な

障害福祉サービスの給付や支援を行うとともに、障害

者が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目

的とするものでありますが、同時に原則１割の利用者

負担等が導入されたところであります。 

 この点に関しまして、全国市長会において本年６月

に、障害者自立支援法について十分な財政措置を講じ

ることなどを国に対し要望したところであり、特に実

態に即した低所得者対策の見直しを行うことなどにつ

いては、重点事項として要望しているところでありま

すので、ご理解をお願いいたします。 

 また、利用者負担の軽減策についてでありますが、

障害福祉サービスに対する軽減策を設けている市町村

は、５月末現在で全国1,843市町村中、85市町村、率

にいたしますと4.6％になるかと思いますが、そのよ

うな実態になっておりまして、また東京都、京都府、

三重県、大分県で軽減策を実施していると承知をいた

しております。 

 障害福祉サービスにつきましては、圏域をエリアと

して提供されるものが多く、近隣町村とのバランスも

考慮する必要がありますが、軽減策については、県内

各市と情報交換してまいりたいと考えております。 

 次に、品目横断的経営安定対策についてお答えをい

たします。 

 まず、本対策の農家数及び農地集約についてであり

ますが、市に対する知事特認の経営規模等は、認定農

業者では最大2.6ヘクタール、集落営農組織等で10ヘ

クタールまで緩和されたところであります。 

 現在関係機関・団体と連携し、農家訪問等により、

個人や集落に対して制度の周知に努めているところで

あります。対象者は、個人で８戸、組織等では大川目

営農組合１組織、現時点での対象農家数は38戸を見込

んでおります。その経営面積は約83ヘクタールであり、

市の耕地面積に対する集約率は2.7％となるものであ

ります。 

 次に、対象外農家への支援策についてでありますが、

対象外となる小規模農家につきましても、市の農業振

興の一翼を担っておりますことから、制度の活用を図

るため集落営農の組織化により、一体となって制度の

活用を図ることが肝要であると考えております。なお、

組織化に向けての支援といたしましては、久慈市水田

農業推進協議会の事業により支援しているところであ

ります。 

 最後に、生活密着型の公共事業を生かした仕事と雇

用の確保についてお答えをいたします。 

 まず、市営住宅の改築についてでありますが、老朽

化した市営住宅の建てかえ・改築整備の必要性につい

ては十分認識しているところでありますが、厳しい財

政事情等から、みなと団地の改築以降、整備に着手で

きない状況にあります。 

 今後はまず優先度の高い栄町地区市営住宅の整備に

ついて検討を進めてまいりたい考えであり、その他の

団地整備につきましても、公営住宅全体の建てかえ計

画の中で優先度、財政事情等総合的に勘案しながら、

住環境整備に努めてまいりたい考えであります。 

 次に、急傾斜地崩壊危険箇所等の崩壊防止工事につ

いてでありますが、市内における土砂災害危険箇所数

は、急傾斜地崩壊危険箇所222カ所、土石流危険渓流

167カ所、地すべり危険箇所21カ所となっております。 

 県では土砂災害対策基礎調査をもとに、建物が破壊

され、住民に大きな被害の生じるおそれがある土石流

危険箇所50カ所、急傾斜地崩壊危険箇所30カ所につい

て、危険箇所に居住する住民の合意形成が図られた箇

所を土砂災害警戒危険区域及び土砂災害特別警戒区域

に指定することといたしております。 

 これまで荒町地区等の危険箇所の整備が図られてき

たところでありますが、すべての危険箇所の土砂災害
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対策には膨大な費用と時間がかかるために、危険区域

に住んでいる住民への危険の周知や点検パトロールを

初め、土砂災害周知看板の設置等により、土砂災害危

険箇所にある区域を明らかにしているところでありま

す。 

 今後におきましても、特定の開発行為の制限、建築

物の構造規制、建築物の移転等の支援策などソフト対

策を推進するとともに、防止対策の促進について、県

に要望してまいりたいと考えております。 

 また、浸水危険箇所の解消についてでありますが、

これまでも公共下水道雨水排水計画に基づき、田高、

下長内地区の排水路及び中央地区の排水ポンプ場など、

雨水排水施設の整備に取り組んできたところであり、

現在は川貫地区の整備を進めているところであります。

今後におきましても、浸水被害解消のため、財政事情

等を勘案しながら、逐次整備に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、市道の改良・舗装についてでありますが、市

道整備につきましては、これまでも財政事情等を勘案

しながら計画的な整備促進に努めてきたところであり

ますが、今後も引き続き厳しい財政状況が予想されま

すことから、整備手法等に検討を加えるなど、工事コ

ストの縮減を図りながら、効率的な道路整備の促進に

努めてまいりたいと考えております。 

 以上で日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議員

に対する私からの答弁を終わります。 

○議長（菊地文一君） 再質問、関連質問を許します。

30番小野寺勝也君。 

○30番（小野寺勝也君） 答弁をいただきましたが、

お尋ねいたします。 

 まず、住民税の増税の問題です。答弁では、税負担

の公平の観点から改正されたものだということですが、

実際見てみますと、老年者控除の廃止や縮小等で生活

保護基準以下に食い込むような課税の実態もあるわけ

です。これでは税負担の公平云々では済まされない問

題があります。 

 例えば単身者で65歳以上、125万円の非課税限度額

が廃止になって、この地域で見れば、限度額が28万円、

それを超えたら課税になるということで、年金生活で

いえば、例えば月12万円前後で課税になるということ

ですと、これは生活保護基準の１類、２類、それから

住宅扶助、医療費の現物給付等々見れば、それ以下へ

の課税となるんです。 

 これでもって税負担の公平の観点ということでは済

まされない。やはりこれは実態を正確にとらまえられ

て、これではあまりにもひどいのではないかというこ

とで政府に中止、見直しを求めるということが自治体

の使命、役割としてどうしても必要だと思うんですが、

お聞かせをいただきたい。 

 これは市長もご案内のように、新聞、テレビでも再

三この問題点は指摘をされているところですよ。地元

の新聞では、社説でもこの問題点を指摘しているとい

う実態であります。再度お聞かせをいただきたい。 

 それから、いわゆる今年度３分の２、来年度３分の

１の激変緩和措置がありますね。それでは今年度たし

かこれは定率減税も含めて増税額が6,700万円前後だ

と思うんですが、高齢者負担の部分で、今年度どの程

度、来年度どの程度、そして再来年で戻るわけですね。

戻るといいますか、額でどの程度になりますか、お聞

かせいただきいと思います。 

 次に、国保税の減免要綱の問題ですが、市長、国保

税の財政状況というのは全くそのとおりです。ただ、

ここでも問題なんです。いわゆる法定減額を計算して

みますと、例えば久慈の場合だと５割減免です。２人

世帯で、収入で122万5,000円以下でないと、法定減免

を受けられませんね。ところが、生活保護基準を計算

してみますと、60歳から69歳の２人世帯で、１類、２

類、住宅手当を含めないで、冬季の分を加算すると

127万5,000円になるんです。 

 そうすると、国保税の７割、５割の減免制度があり

ますよと言っても、その実態は生活保護基準以下だと

いうことになるんですが、この事実はいかがでしょう、

違いますか、お認めになりますか、まずその点お聞か

せください。 

 次に、関郵便局の問題をお尋ねいたしますが、結局

サービス低下をしないというんだけれども、無集配局

になるわけですから、現在の営業時間といいますか、

８時から16時、これが９時から５時までになります。

それから、留守にしていなかったと。その場合、不在

で戻るわけです。その場合は、これの取り扱いも平日

でなければできない。そして、川井の山形郵便局まで

受け取りにこなければならないという状況が出ます。 

 それから、現在はひまわりサービスはやっていない

ようですけれども、結局地域に密着しているという関
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係で、いろいろなパトロール的な役割もお願いしてい

る。それがやはり希薄になるということは歴然として

いると思うんです。 

 そこで、これは国会の29日の衆議院のやりとりのよ

うですけれども、公社の責任者は、地元の自治体との

協議で話し合いで納得しない限りは見切り発車しない

ということを答弁しています。その点も十分に活用さ

れて、しかも来年10月、半年、ならし期間といいます

か、来年の春から早々に始めようとしている。やはり

既に国会での先ほどの答弁もありますし、全国では廃

止を延期して、棚上げしたというところも何局かあり

ます。 

 そういった状況も踏まえて、やはり納得しない限り

は見切り発車をしないんだということを強く要請すべ

きだというふうに思いますが、お尋ねいたします。 

 それから、市民バスでご答弁いただきましたが、こ

れをお聞かせいただきたいんですが、今の運行で評判

が悪い、苦情の一番は、乗りかえしなくてはならない

という問題です。そこで、ＪＲバスが運行していると

ころに延長して運行するということが法律的に可能な

のかどうか。もし可能でないとすれば、まさに自分た

ちはおいしいところだけとって、おいしくないところ

は自治体でやれと。規制緩和にしても、最悪の規制緩

和きわまれりだと思うんです、そうだとすれば。その

点お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、障害者支援制度の問題です。県内の状況

で、これも大変な問題で、回数を減らすとか、通所を

どうするかと悩むということもあります。そこで、実

は１割負担になって、久慈市の負担も何がしか減った

わけです。そのことによって、金額でどのぐらいそれ

が減っていますか。 

 私はせめてその分を財源として１割負担を、何％に

なるかわかりませんよ、３％なのか、５％なのか、せ

めてそれは還元すべきではないでしょうか。障害者か

ら負担させて財源を確保するということではいかがな

ものでしょう、いくらになりますか。お聞かせくださ

い。 

 それから、品目横断的経営安定対策ですが、１戸と

１経営体ですか。８戸ですね、83ヘクタール、2.7％。

ですから、これはあくまでもまさにこれだと農家、農

地が分断されるということで、水の確保もままならな

いような状況が出ますよ。そこで、対象とならない農

家への支援策、それは価格支援策も含めた形でやらな

いと、ますます荒廃が進むと思うんです。価格支援ま

で含めたことを考えるという点と、これは市長、前回

も出ましたけれども、これでは久慈市で該当するのは

2.7％しかないということだと、いかに無理をしても、

なかなかおぼつかないと思うんです。 

 ですから、これも思い切って農業に意欲ある、やり

たい人を対象にするような条件緩和といいますか、要

件変更ですね、政府に強く求めていかないと大変なこ

とになると思うんですが、お聞かせをいただきたいと

思います。 

 最後に、生活密着型の公共事業の問題ですが、市営

住宅、これは何回も提起をしてきた問題です。合併に

伴っての整合性の確保の問題もあるでしょう。そこで、

栄町の問題を優先というのが出ましたが、めどを来年

とか再来年とか、再開にこぎつけるんだという見通し

を示せませんか。これは住宅事情と同時に景気対策と

しても大変大事だというふうに思います。 

 それから、市道の改良舗装の問題、鋭意努力いただ

いてはいると思うんですが、今議会を見ても、各会派

から共通して出るということで、それだけ市民の要望

が高いということだと思うんです。ですから、一定の

見通し、計画があれば、そうすれば僕らのところには

あと二、三年もすれば来るんだなとか、今年、来年に

ならなくても、我慢もできると思うんです。 

 ですから、一定のそういう計画性、現在の改良・舗

装率、市内全体でそれぞれ何％だと。これを例えば中

期５カ年計画でこれくらいまで持っていきたいんだと。

それは緊急度、需要度の高い順から、用地問題も解決

ができたところからやるんだというような見通しがあ

れば、市民も協力もするし、待ってくれるのではない

でしょうか。その点も含めて、市道の改良率、舗装率

の現況も含めて再度お聞かせを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） 初めに、関郵便局の件

につきましてお答えをいたします。 

 地域住民の合意と納得を得ない集配局についての廃止、

再編を行わないようにすべきではないかという、見切り

発車をしないように申し入れるべきではないかというこ

とでございますが、それにつきましては、サービスの低

下を招かないように再三再四郵便局にも申し入れをして
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いるところでございます。 

 それで、先ほどのお話の中では、留守で不在の場合、

郵便を持って帰ると。そして、それが９時から５時まで

の時間になるので、その間とりに行けないのではないか

という話でございますが、これにつきましては、電話を

いただいて、土日でも、夜でも配達をしますといったよ

うなことを伺っているところであります。 

 それから、パトロールにつきましては、現在さまざま

な高齢者の見守り、あるいは災害時の情報提供等に無料

でありますけれども、旧久慈市におきまして協定を結ん

でいるところでありますが、これにつきましても引き続

いてサービス提供いただけるようにお願いしているとこ

ろでありますが、さらに郵便局側でも対応していただけ

るというところで話を伺っているところでございます。 

 これからは、ただいまいろいろと心配な部分があると

いうことでございますが、それにつきましても住民にき

ちんとそういうサービスの低下を招かないということを

説明してくださいということを申し入れているところで

ございます。 

 それから、市民バスにつきましてでございますが、Ｊ

Ｒバスの運行の延長運転をすること、それが可能かどう

かということでございますが、これはもともとＪＲバス

が不採算路線ということで撤退した場所でありまして、

委託運行、そういったものをやってきたところでござい

ますけれども、それについて競争して、そして他の業者

がどうしても乗りかえをしなければならないということ

で、乗りかえするようなことが出ているわけでございま

す。その乗りかえの部分でさまざまな不便をおかけしな

いように私ども苦労してやっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（菊地文一君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 高齢者に対する税の関

係でございますが、中止を求めるべきではないのかとい

うことでございますが、先ほど市長の方からもご答弁申

し上げましたが、まず県内の都市税務主管課長会議の中

で協議をしてみたいということでありますが、ここで県

内の都市主管課長会議というものは、実は東北都市税務

協議会というのがありまして、ここでやる事業でありま

すが、地方税の制度及び運用に関する建議とか、あるい

は都市税務行政の運営改善等を調査研究する機関という

ことになってございまして、まずここに提案するために

県内の都市の主管課長会議でもんでみたいと。そういっ

たことを踏まえて、東北都市税務協議会の方に提案して、

そこから総務省に要望するというふうな手だてをすると

いうことにしたいなというふうに考えてございます。 

 それから、国保の減免についての件でありますが、夫

婦２人世帯ということで、生保の場合は122万四、五千

円というふうな状況になってございますが、ただこの場

合、年金所得者であれば、122万円であれば、２万4,000

円しか所得が出てこないわけでございまして、それから

基礎控除を差し引くとゼロになるわけですが、そうする

と７割軽減に該当してきます。 

 そういった状況でありますので、減免についてのこと

につきましては、先ほども市長の方からご答弁申し上げ

ましたあり方といいますか、そういったことについて、

例えば所得減少による減免は「30％」まで下げるとか、

あるいは議員がおっしゃっている生保の130％以下の件

についてどうなのかと、そういったこと等を今後検討し

ていきたいなというふうには思っております。 

 それから、高齢者の税収でございますが、税制改正に

伴って、公的年金の縮小ということで140万円から120万

円になったわけでありますが、これにつきましては、

405名の方、新たに課税される税額については225万

3,000円程度、１人5,563円程度というふうに見てござい

ますし、さらには65歳以上で合計所得金額が125万円以

下の均等割でございますが、これが廃止になるわけであ

りますが、これについても470人程度、そして金額に直

せば均等割については47万2,000円。 

 それから、定率減税についてのことが質問されました

が、定率減税につきましては、高齢者と高齢者でないと

いうふうな分け方はしてございませんので、それについ

ては数字の答弁はできませんが、全体的にいえば、定率

減税については、平成17年度は9,830万円程度、そして

定率減税が18年度が２分の１でございますので、4,900

万円程度が減税になっているわけでございますが、これ

がなくなるといったことでございます。高齢者の部分に

ついてはご了承いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木信蔵君） 障害者自立支援法の

制定の関係で制度が変わったことによって、市の財源が

余剰があるのではというふうなお話でございますが、実

はこの制度改正によって、市町村の責務という部分でふ

えた部分がございます。それにつきましては5,000万円
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程度の額を要するだろうというふうにとらえています。

それにつきましては交付税算入をするということにはな

っておりますが、それ相当の財源が入ってくるというこ

とは推計できないというふうにとらえております。した

がって、制度改正前の入ってくる収入の額と制度改正後

の額で余剰ということについては難しいというふうにと

らえてございますので、ご理解願いたいと思います。 

○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） 品目横断的経営安定対

策についてお答えを申し上げます。 

 このことにつきましては、議員ただいまおっしゃった

とおり、かなり厳しい難しい課題だと、そのようにはと

らえてはございますが、国の政策がこのようなことで決

定し、来年度から施行されるというふうなことでござい

ます、導入されるというふうなことでございますので、

第一義的には私どもといたしましては、この対象者が１

人でも１農家でも多くなるように、組織の結成なり、認

定農業者の増等について取り組んでまいりたいと、その

ように考えてございます。 

 したがいまして、現在対象とならない農家の支援策を

国に要請すべきではないかというふうなことではござい

ますけれども、前段で申し上げましたとおり、いずれ組

織化等について取り組んでまいりたいということでご理

解をいただきたいと存じます。 

 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） 最初に、市営住宅の建築

のめどについてというふうなご質問にお答えいたします

が、市長の方からご答弁申し上げましたように、栄町の

市営住宅の建てかえを検討してございますが、諸条件の

整備等クリアしなければならないいろいろなハードルが

ございまして、現段階では詳細な建設時期をお示しでき

ない状態でございますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

 それから、市道の整備計画のご質問でお答えいたしま

すが、現在も市道の整備計画につきましては、総合発展

計画等で計画をいたし、整備を実施しているところでは

ございますが、単独等につきましては、緊急性、重要性

等勘案しながら整備しているところでございまして、総

合的に中期整備計画とか短期整備計画とか、そういうふ

うな形での整備計画は今のところ持ち合わせてはござい

ません。 

 それから、整備改良率、舗装率でございますが、合併

してからの数字で、これは見込みでございますが、17年

度末の数字でございますが、改良率で約57.8％、それか

ら舗装率で約56.7％、こういう数字になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（菊地文一君） 30番小野寺勝也君。 

○30番（小野寺勝也君） それでは、住民税の問題につ

いて１点だけ、この部分では１点。いわゆる125万円の

限度額の廃止ですね。これは廃止対象とならないのは障

害者、それから寡婦がその対象になりませんね、生きて

いると。 

 そこで、例えば障害者の問題で、介護保険の１から５

まであります。これも100％になるというわけではない

けれども、基本的に福祉事務所に申請すれば、障害者認

定を受けられるんです。そうすると、例えば１級から３

級までですと26万円の控除があります。３級から５級だ

と40万円の控除があります。さらに先ほど言った寡婦は

125万円、生きていると。 

 そこで、納税者の中でこの問題を知らない、あるいは

所得税が変わらないと、あとの控除は変わっても変わら

なくてもいいという勘違いといいますか、早とちりとい

いますか、そういうことでやっておられない方がかなり

あるのではないか。例えば介護の問題で１級から５級ま

で1,140名前後いると聞きました。このうち恐らくごく

わずかではないでしょうか、障害者認定を申請なさって

いるのは。 

 そこで、これは制度改正も何も必要ないです。そうい

う点を納税者の皆さんにそういう申告の際の落ち度とい

うか、忘れ、記載漏れがありませんかということで、納

税者に徹底するということが第一だと思うんですが、そ

してぜひやっていただきたいんですが、いかがでしょう、

お聞かせください。 

 それから、市民バスの問題、部長さん、私がお聞きし

たかったのは、乗りかえが大変評判が悪いわけです。で

すから、例えば山根から白山で乗りかえるでなしに、市

民バスなりを久慈駅なら久慈駅まで延長すること。いわ

ゆる競合関係となりますか、それは法律的に可能なのか

どうか。法律でできないとなれば、どうしようもないけ

れども、可能であれば、この際考えるべきだという思い

からお聞きをするわけです、よろしいですか。 

 それから、中森部長、そのとおりとは思うんですが、

やはりこれはどうしようもないと思うんです、緩和、変
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更してもらわない限り。あなた方はあくまでも担い手と

集落営農でやるというんでしょう。それでは、現在の

2.7％の状況を、少なくとも岩手県は６割ぐらい見ると

いうんですか、農家数とか。来年４月までに耕地面積の

何割、あるいは農家数の何割を目標にしているんですか。

そして、そのためにどういう手だてがあるんですか、あ

ったら教えてください。 

 以上。 

○議長（菊地文一君） 岩泉市民生活部長。 

○市民生活部長（岩泉敏明君） 障害者あるいは寡婦等

への控除の関係で啓発を強めるべきということでござい

ますが、税制改正は近年は非常に多くなってございます。

そういったことから、これまでも市民の方々にやはり税

についての知識はこちらから情報を提供してやることが

大事であるという認識のもとで啓発に努めております。

今、議員おっしゃった点につきましても、福祉等と勉強

しながらやってございますので、今後もそれらについて

は意を用いてやっていきたいと考えております。 

 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） それでは、品目横断的

経営安定対策にかかわってお答えを申し上げます。 

 久慈市担当部といたしましては、平成11年度から３カ

年の中で現在７地区で集落営農の組織化がされてござい

ます。これは任意でございますけれども、この方々の集

計をしてみますと、約10％程度までは可能かなという見

通しは持ってございます。10％というのもかなり低い数

字ではございますけれども、現実的な数字としてはこの

程度だろうと、そういうふうな推測でございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 面積要件は現在のところ算定把握してございませんの

で、ご容赦願います。 

○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） それでは、市民バスに

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 ＪＲバスと並行して運行するということでございます

が、これにつきましては競合するわけでございまして、

そうした場合にＪＲバスが維持できるかどうかという問

題がございます。運行している路線に市民バスを運行す

ること自体は、規制緩和によって法的には可能でござい

ますが、もう一度繰り返しますが、しかし競合いたしま

すと、ＪＲが維持できるかという大変大きな心配がある

ということから、なかなかこれは簡単な問題ではないと

いうことで苦慮しているところでございますので、ご理

解いただきたいと思います。 

○議長（菊地文一君） 31番城内仲悦君。 

○31番（城内仲悦君） 何点か関連いたします。 

 一つは、農業問題ですが、ぜひこれは考えてほしいん

ですけれども、ここに今の品目横断の関係の中で出てい

るんですけれども、日本学術会議が昨年９月に出した内

容ですが、我が国の人口を食糧、エネルギーの問題につ

いての報告書で示された兼業農家の位置づけの問題を取

り上げているわけです。報告書は1995年農業センサスで、

農家の中で後継者があると答えたのは全体の71％で、こ

こなんですが、第２種兼業農家とは農業では生計を立て

にくくなった農家が地域に存続し続けるために選択した

一つの生き方である。それは一般に考えられているより

はるかに強靱な存在であり、結果として農業、農村の持

つ多面的機能を担う役割を果たしてきたと。それが第２

種兼業、現在生きているわけです。私もその一人なんで

すけれども、やはり今の地域農業を支えているのは、そ

ういった方が支えてきたというのは事実なんです。 

 そこで、今、部長が頑張っても10％しか政府の言う品

目横断的な対応はできないというお話でした。そこで、

政府の農業政策は、極めて場当たり的にどんどん変わっ

てきました。しかも、今度出た品目横断的対策というの

は、全国から総スカンを食っているやり方です。しかし、

法律で決まってしまっています。 

 では、どうするかということで、条件がありますよね。

対象者、農地の３分の２以上、あるいは経理の一元化、

規約・定款の明記、主な担い手の選定、５年以内の法人

化ということが条件になっています。これは例えば５年

以内の法人化についても、５年後に検討するという形で

規約・定款をつくってスタートしている部分が多いんで

す、岩手県各地を見ても。法人化をするのでなくて、５

年後に検討するということにすればいいわけですから、

そういった形で地域でこの法律を生かした形、どうすれ

ば地域の農家の中で例えば政府が出そうとしている支援

策を取り込めるかという知恵も私は自治体の役割だとい

うふうに思うんです。 

 例えば中山間で見た場合でも、県南に行ったら、平場

と中山間地、傾斜地を合わせて一緒に計画をつくると、

すべて中山間地の対象になっている。江刺に行けばわか

ります。そういった形で行政の方がかなり頭を使って、
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政府がやろうとしていることのさらに上をいって、地域

にどう生かせば、この政策はもっと地域に役に立つのか

という頭の使い方をしていますから、ぜひ今度の品目横

断についても、字面だけで対応するのではなくて、どう

地域に生かせば、一定程度この地域でも使えるのかとい

う、そういうとらまえ方をして、ぜひ対応していただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。５年後に法人化

には検討しますという構想があれば、認められるわけで

す。その辺のことを活用していただきたいんですが、お

聞かせ願いたいと思います。 

 それから、関の郵便局の関係ですけれども、実は私ど

もも、私は行っていないですけれども、仙台の郵政公社

にも共産党はすぐ行きました。そうすると、自治体から

反対の声が上がっていないところはやるというんです。

やはりそこを対象する自治体が、廃止したら困るという

のをきちんと言わないと、私どもが行っても、例えばこ

の自治体では反対の声が上がっていませんというふうに

返ってくるわけです。 

 そういった意味で本当に地方自治体に対しても、これ

までアンケートもしているし、さまざましているはずで

す。それに対してきちんと関郵便局は集配を廃止するな

という撤回をきちんと申し出ると。廃止になったら、必

ず不便が生じるんです。廃止を前提にして、不便が生じ

ないように頼む、それは二の次であって、やはりなくさ

ないで続けてほしいという、廃止に反対するという態度

をきちんと自治体で持ってほしいというふうに思います

が、お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、先ほど建設部長は市道の改良、舗装の計画

というか、何年計画というのはないというお話でしたの

で、そこでぜひお伺いしたいんですが、これは市道沢里

川通り線、市道畑田河原線、市道畑田河原２号線の問題

ですが、この３路線は平成10年11月に陳情があって、12

月の議会で全会一致で採択になっております。そして、

平成11年９月議会で当局の提案で市道認定になっており

ます。 

 その後、市長選挙があって、今の山内市長になって、

その後、平成15年11月に陳情書が市長に出ております。

陳情者は県立久慈高等学校の西部地域を豊かで住みよい

地域にする会代表、岩崎由栄という名前で出ております

が、平成10年から今日までもう８年経過しているわけで

す。 

 この問題は何回か取り上げたんですけれども、なかな

か計画にのらない状況があるわけです。ご存じのとおり、

この地域は水道のない時代もあったんですが、水道も通

って、必要な用地は確保されている、当然市道になった

ときに。それから、皆さんの協力も得られるということ

がずっと言われて、連檐戸数もふえてきている状況があ

るわけです。ちょうど久慈高校の西側になるわけで、沢

里川と寺里川にちょうど挟まった状況にあるところなん

です。この３路線について、これまでどういう検討をし

てきたのか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） 品目横断的経営安定対

策についてでございますが、ここで現在の制度と移行し

た場合の制度の違いについて若干お話をしてみたいと思

いますが、まず現在の制度でございますけれども、水稲

につきましては稲作所得安定対策、担い手経営安定対策、

大豆の経営安定対策、こういうふうなものについて制度

上、交付補てんされるものでございます。 

 その当市の対象者でございますけれども、一番多いの

が稲作所得安定対策の143名、それから担い手経営安定

対策、これは１名でございます。これは現在議論されて

おります品目横断的経営安定対策の要件と同じでござい

ます。それから、大豆の経営安定対策につきましては13

名の方が対象になっているということでございます。 

 これが品目横断的経営安定対策に移行した場合どうな

るのかといいますと、水稲の稲作所得安定対策につきま

しては当面の間継続するというふうなことになってござ

います。ですから、この143名の方々は当面はこのまま

対象になるということでございます。それから、先ほど

の担い手経営安定対策にかわるものとしては、対象者が

１名でございますが、先ほど経営安定対策に要件が整っ

た場合は先ほどの38名程度にふえますよというふうなこ

とでございます。それから、大豆につきましては、対象

者はゼロというふうなことになります。 

 そういうふうな状況でございますので、一概に販売農

家、いわゆる出荷している農家が1,000幾らという数字

が出ておりますけれども、この方々全部に影響するとい

うふうなことではないわけでございまして、この辺は議

論の話として意見交換をしないと、なかなか城内議員と

の話が合わないのかなと、そのように感じておりました

ので、ひとつその辺をご理解いただきたいなと、そのよ

うに思います。 
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 それで、先ほど他市町村であらゆる方策を練りながら

対応しているというふうなことがございましたが、そう

いうふうな有利な対応策があるとするならば、その辺は

勉強してみたいと、そ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） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 関郵便局の件につきま

してお答えをいたします。 

 この関郵便局といいますか、郵政公社では、民営化に

伴って効率化を図らなければならないということのよう

でございます。ただ、その中でもちろん議員がおっしゃ

いますように、住民のサービスの低下があってはならな

いと考えておりまして、先ほど申し上げましたが、いろ

いろと先方に申し上げているところでございます。 

 それは先ほどは郵便配達につきましても、改めて電話

をいただいて、希望の日時に配達をするんだと。したが

って、サービスちゃんとやりますよということも言われ

ましたし、それから貯金につきましても、山形に行かな

くても関に窓口があるので、そこでもおろすことはでき

ますよと。それから、ＡＴＭ、それもちゃんと設置いた

しますといったようなこと等を具体的に説明をされまし

た。ただ、それにつきましては実際そこで生活している

方々に説明をしていただきたいということで申し上げた

ところであります。 

 全国的には郵便局の開設時間が短くなったことに伴っ

て、それが船便に間に合わなくなるということで大きな

サービスの低下があるということについてはいろいろと

考えているというようなことは聞いておりますが、いず

れにいたしましても、私どもとしましては、サービスの

低下を招かないように、むしろ維持向上が図られますよ

うに強く今後とも要望してまいりたいと考えているとこ

ろでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 市道整備にかかわっての

ご質問にお答えいたしますが、どのような検討をなされ

たのかと。議員おっしゃる市道についても、十分その必

要性、重要性は認識してございます。しかしながら、他

にはまだ緊急自動車も入れない、こういった道路もある

ことも事実でございます。現地も見ておりますし、その

必要性は十分認識してございます。いずれ市民各位から

100を超える路線についてご要望いただいている状況に

ございます。このような厳しい財政状況の折でございま

す。その辺は十分深くご理解を賜りながら今後の道路整

備推進についてご協力を賜ればと、かように思ってござ

いますので、よろしくご了解いただきたいと存じます。 

○議長（菊地文一君） 31番城内仲悦君。 

○31番（城内仲悦君） 建設部長、今の答弁ですが、

「100を超える」という話をされても、陳情採択から８

年を経過しても全然手をつけない、検討もしていない。

全く住民無視ということじゃないですか、これは。しか

も既に残念ながら、西暦ですと2003年ですけれども、11

月６日に山内市長に対して改良・舗装を求める陳情が出

ております。この代表であった岩崎由栄さんは既に他界

しております。残念ながら改良・舗装を見ないで。この

地域の市道認定からかかわった方です。この道路にかか

わっては、建設部長さん、３人かかわっているんですよ。

当時は中野部長さん、中森部長さん、現在の嵯峨部長さ

んと３人の方々がかかわっても全然手がついていない。

極めて遺憾ですよ。しかもここは、さっきも言いました

ように沢里川と寺里川に挟まれて久慈高校があって、当

時は逆に走る側溝をやって、沢里川に逆に流すというよ

うな計画もあったんですが、しかし、水は基本的は上か

ら下に流れますから、久慈高校なりと協議しながら寺里

川に流す方がやり方としては正しいと思うんですけれど

も、そういった検討もしていない。これはぜひ調査費を

つけて、あそこの排水も含めて、当然道路にはそれが必

要ですから、その調査費をきちんとつけていくという状

況を私はまず市長から答弁をいただきたいんですよ。も

う８年経過しているんです。この道路の問題は、既に連

檐戸数も見るとおりふえておりますし、用地は確保して

ありますし、用地費がかからない、大きなトラブルもな

い。そこに手をつけないとはどういうことなのですか。

しかも市街地にそんなに遠くない場所、連檐戸数がある

ところ。いろんな理屈をつけられても、先ほどの答弁で

は納得がいきませんので、ぜひひとつ前に出ていただき

たいというふうに思います。前進させていただきたいと

いう願いにこたえていただきたいと思いますので、答弁

を求めたいと思います。 

 それから、先ほど部長、関郵便局の関係ですが、この

日本郵政株式会社、保険会社、郵貯銀行、それから郵便

事業会社、四つなんですね。今、郵政公社と交渉して、

そのような話もきたんだけれども、それをだれが責任を

持って最後までそういった状況を担保してもらえるのか。

今、大した迷惑はかけないというような答弁があったん
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ですが、しかし、それ自体が、これが四つに会社がなっ

ていったときに、あなたが今言ったことが担保されるの

かどうか保証できますか、その辺を。お聞かせください。 

○議長（菊地文一君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） ただいまの市道改良につ

きましては全体の見合いの中で今後どのような整備が図

られるのが適切なのか、財政事情等を勘案しながら検討

してまいりたいと存じます。 

○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） 関郵便局についてです

けれども、これがサービスの低下を招かないように私ど

もとすれば、いずれ強く要望していくと、そういうこと

にならないように常に働きかけをしていくということは

していかなければいけないだろうと思っているところで

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） 再質問、関連質問を打ち切りま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○議長（菊地文一君） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後４時49分   散会 
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