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午前10時00分   開議 

○委員長（桑田鉄男君） ただいまから本日の予算特

別委員会を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議案第１号 平成18年度久慈市一般会計予算 

○委員長（桑田鉄男君） 直ちに付託議案の審査に入

ります。 

 議案第１号を議題といたします。 

 第１条歳入歳出予算、歳出６款、農林水産業費、説

明を求めます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 68ページ中ほどにな

ります。６款農林水産業費、１項農業費でありますが、

１目農業委員会費は、農業委員会活動費ほか11件、

1,394万1,000円を計上。２目農業総務費は農林水産業

振興審議会委員報酬ほか28件、２億2,688万2,000円を

計上。70ページになります。３目農業振興費は5,740

万9,000円を計上。主な事業といたしましては、生産

管理用機械等の導入を支援する、いわて農業担い手支

援総合対策事業費1,946万4,000円、農外企業等の農業

参入を支援する農外企業等農業参入支援補助金466万

7,000円、農家民泊の実施に向け改修費等を支援する

農家民泊整備推進事業費補助金250万円、新規就農者

の初期経営を支援する新規就農者育成確保対策事業費

補助金231万4,000円などであります。72ページになり

ます。４目畜産業費は畜産事務費ほか26件、2,857万

8,000円を計上。５目農地費は7,937万4,000円を計上。

主な事業といたしましては、畑田地区の農道整備に係

る基盤整備促進事業費800万円などであります。74ペ

ージになります。６目地籍調査は963万円を計上。農

業費は、合わせて４億1,581万4,000円を計上いたしま

した。 

 ２項林業費でありますが、１目林業総務費は市有林

管理経費ほか22件、3,909万9,000円を計上。２目林業

振興費は１億120万9,000円を計上。77ページになりま

す。主な事業といたしましては、市有林の除間伐促進

を図る森林整備事業費733万8,000円、久慈地方森林組

合等が実施する間伐事業を支援する緊急間伐対策事業

費補助金793万3,000円などであります。３目北上山系

開発事業費は1,020万6,000円を計上。林業費は、合わ

せて１億5,051万4,000円を計上いたしました。 
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 ３項水産業費でありますが、１目水産業総務費は水

産総務事務費ほか13件、２億2,176万8,000円を計上。

２目水産業振興費は2,771万2,000円を計上。79ページ

になります。主な事業といたしましては、つくり育て

る漁業の振興を図るウニ種苗放流事業費補助金112万

2,000円、栽培漁業推進対策事業費補助金1,961万

8,000円などであります。３目漁港管理費は552万

9,000円を計上。４目漁港建設費は５億359万円を計上。

水産業費は、合わせて７億5,859万9,000円を計上いた

しました。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。髙屋敷委

員。 

○髙屋敷英則委員 それでは、２点についてお伺いし

たいと思いますが、71ページのグリーンツーリズムと

か、あるいは民泊、これは商工費の方の教育旅行等と

も絡むわけでございますけれども、その点について１

点でございます。マスコミ等でかなり宣伝していただ

いたおかげで、久慈の市民の皆さんも、この交流事業

に対しては大変なる関心をお持ちであるというふうに

思っております。やはり中にはそういう交流事業がす

ぐ市村合併によって、海のものも一緒に交流事業の中

に組み入れられて事業が行われるんではないかな。い

つそういうことができるのか、今年のいつというよう

な、かなり早急なような話も聞こえてくるわけでござ

いますが、私は今の交流促進の体制、そういうものが

必ずしもそういう市民の期待にこたえるような状態で

はないのではないかというふうに思っているわけでご

ざいます。特に教育旅行とか、あるいは民泊関係のそ

ういう体験事業というものは、実は去年、実質的には

去年始まったばかりでして、今年になって飛躍的に

1,500名も来るということで、そういうような状態に

なっておりまして、本当に手始め、今、始まったばか

りという、そういう状態であるわけでございます。し

たがって、市民の皆さんは旧山形村にノウハウがあっ

て、すぐにもできるんじゃないかというふうに思って

いらっしゃるかもしれませんけれども、現状の体制を

見ると、大体12、13の団体が来ても、担当部はてんて

こ舞いしていると、そういうような状態ではないかと

思うんですが、私はそう思うんですが、いずれ現在の

次のステップに向けて進んでいくためには、現状でど

ういう問題点があるのか、この点について担当部長に

お伺いしたいというふうに思います。 

 もう一つは、71ページでしたが、新作目開発実証事

業費補助というのがございまして、これは多分、市長

さんが所信表明でお話になったリンドウか何かのこと

ではないかというふうに思うんですが、この実証事業

の成果といいますか、そのようなものについてお伺い

をしたいというふうに思います。２点です。 

○委員長（桑田鉄男君） 下舘交流促進担当部長。 

○総務企画部付部長（下舘満吉君） ただいまグリー

ンツーリズム、あるいは民泊についての関連関係で体

験学習について、これからの部分についてお話がござ

いましたし、また、逆に言えば昨年度から始まったと

いうことで大変であるだろう、頑張りなさいという激

励の言葉をいただいたと、こう思っております。委員

おっしゃられるように、海の体験というものもこれか

ら視野に入れていかなければならないだろうと、そう

いうことでこの間の一般質問の中でも市長の方からご

答弁を申し上げたところでございますが、いずれにい

たしましても、この昨年度から受け入れ等をしている

関係につきましても、スタートは12年でありました。

そこら辺からのスタートを含めて、やっと昨年度から

５校、６校、そして今年度は十三、四校ということで

人数も３倍ぐらい、学校も３倍ぐらいにふえている状

況にあります。そういったことで海の体験といえども、

簡単に明日じゃ何をやってというような形には、なか

なか行き切れないところがあると、このように思って

おります。 

 したがいまして、今、まさに発展途上といいますか、

これからの部分になりますけれども、次に向けたステ

ップという部分での問題点というんでしょうか、その

部分につきましては、やはり海の体験、これを必ずメ

ニュー化していかなければならないと自分自身も思っ

ておりますが、やはり二つ私は問題点があるのかなと、

問題というよりも解決しなければならないものがある

と思っております。一つは、まず受け入れ態勢がどう

なのか。どういう体験メニューができるのか。そして

安全確保がどうなのかという、ここの部分が一つ大き

な問題点になると思いますし、もう一つは、やはりつ

くったメニュー、プログラムが果たしてエージェント、

いわゆる業者等に持っていったときに、それが営業と

して販売できるものであるのかどうかという部分が多

分にあると私は認識をいたしておりますので、そうい

う部分をこれから事業関係者の皆さん、あるいはいわ
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ゆる旧久慈市にある資源、私はその体験の中では小久

慈焼もあれば、あるいは琥珀の体験、こういったもの

もメニュー化できるんだろうと、このように思ってお

りますので、そういった部分を一緒になって研究しな

がらメニューづくりをして、そしてまた、エージェン

トなんかにも持ち込みながら、営業できるような体制

にこれから取り組んでまいりたいと、このように思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。以上で

ございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 村上農政課長。 

○農政課長（村上章君） 新作目実証事業についてご

質問をいただきました。その成果ということでござい

ますけれども、現在、夏井地区の圃場に10アールほど

のリンドウを作付してございます。今年で３年目を迎

えますけれども、リンドウそのものは３年目から７年

目に収穫できると、それで２年目でも収穫できるわけ

でございますけれども、本格的な生産は今年度からと

いうことでございます。それで、この実証事業の目的

は、リンドウは県がただいま現在、推奨している品種

は10種類ほどに上っておりまして、当地方の生産にお

いて高値をもって取引できる作目がどの品種であるか

というものを実証しておるものでございます。以上で

ございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 交流促進に関しては、二つほど解

決しなければ、取り組まなければならない問題という

のがあるというふうに部長おっしゃいましたけれども、

私はもう一つあるんじゃないかなというふうに思うん

です。それは、今の受け入れ態勢というのは、それに

対応する体制というのは、いわゆる行政が来たその修

学旅行生、あるいはそういう団体等に行政が総出で躍

起になって対応しているということで、こういう対応

のやり方をやっていると、早晩限界が来るだろうとい

うふうに思っております。私は、以前からこの体験旅

行等の問題で指摘されてきたわけでございますけれど

も、やはり一から十まで行政が自分たちで職員を動員

してやると、そういうことではなくて、いずれはやは

りそういうものをきっちりとやっていただける団体、

あるいは会社、そういうものを育てて、そして行政は

行政でまた新たな部分に挑戦していくというようなそ

ういうようなシステムができないと、なかなかこれは

発展していかないんだろうというふうに思っているわ

けでして、そういう意味では私は平庭の観光株式会社、

そういう部分が今、交流担当が行っている対応の部分

をやはり引き継いでやっていかなければならないんだ

ろうと、そういうような形に今後シフトを変えていか

ないと、なかなか行き詰まって、急に20校が来るとか、

あるいは30校が来るとか、そういう事態に対応できな

いんだろうというふうに思います。 

 それから、やはり教育旅行については大体一つの学

校３年をめどに考えなきゃいけないというふうなこと

なんで、常に毎年新たな招致活動をしなければならな

いわけです。そういうものをおろそかにすると、すぐ

また招致された学校の数が減るという、こういう現実

的な問題もありますので、交流促進の方のいわゆる行

政の部の担当としては、新たな海を含めたメニューの

開発と、それからたゆまぬ招致活動と、そういうもの

に重点を置きながら対応していった方がいいのではな

いかなというふうに思うんですが、この点についても

う一度お伺いしたいと思います。 

 それから、リンドウなんですが、３年目ということ

で、今年からその成果がはっきり見えるということで

ございます。九戸村のお話なんですが、九戸村ではリ

ンドウが最近いわゆる産地化形成されてきて、大変す

ぐれた品種のリンドウが出荷されている、生産されて

いるわけでございますが、九戸村のリンドウを産地化

するためにとった一つの政策というんですか、村とし

ての政策というのは、一つの補助制度にこだわらず、

それで足りない分を村が全額貸し付けをするという、

そして生産で収益が上がった時点から返済をしていた

だくと、そういうような栽培農家にとっては非常にう

れしいやり方であると。そしてまた、リンドウそのも

のが収益性の高い作物でございますので、非常に栽培

農家が喜んでいるというような事態があるわけでござ

いまして、もし当管内でも、久慈市の中でもリンドウ

を一つの産地化形成に向けて、これから取り組んでい

かなければならないというような事態が生じたときに

は、そういう一つの助成のあり方、支援のあり方とい

うものを幅広く考えて、生産者が意欲を持てるよう

な、生産者の意欲をますます喚起させるような、その

ような支援のあり方を考えていただきたいと、このよ

うに思うわけですが、その点についてお伺いいたしま

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 下舘交流促進担当部長。 
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○総務企画部付部長（下舘満吉君） ただいま委員か

らお話がありました、まさに行政が中心になってとい

う部分、そのとおりでございまして、先日も申し上げ

ましたけれども、200名規模の学校がおいでをいただ

きますと、大体30数名がスタッフとして、あるいはイ

ンストラクターとしてかかわりを持っていると、その

中で３分の１ぐらいが、行政の人間がかかわりを持っ

て現在やっているのが現状でございます。したがいま

して、そういう部分では私も同様に考えております。

というのは、やはり受け入れ窓口は現在も契約は平庭

観光株式会社になっておりますが、そういった意味で

受け入れ、そして、それのインストラクターを受け持

つところが、ふるさと体験学習協会なるものが設立を

されております。そこにも40数名の方々が登録をされ

ておりますし、あるいは農家泊が入った場合にはいわ

てやまがた農村民泊研究会という、これも立ち上げに

なってございます。そういう組織がございますので、

受け入れをする、あるいはメニュー化をする、そして

契約をしたところが、そこからそういうところに人の

手配をする、あるいは宿泊先の手配をする、そういっ

た形の連携がとれるような形で今、進めてまいりたい

ということで、その部分を考えながら現在も観光会社

の方から２名ほど派遣をしていただいて、その部門を

担えるように一緒になって今、市において一緒になっ

て行動していただいているという状況にございますの

で、今後はやはりここ二、三年をめどにそういう形を

早い時期につくってまいりたいと、このように考えて

おります。 

 またもう１点は、いわゆる一つの学校が３年ぐらい

来ると、もう限界かなというようなお話がありますけ

れども、学校によっては毎年変えていくというところ

もございますし、当然３年連続でおいでをいただくと

ころもあります。したがって、そういう部分につきま

しては、やはり次につながるような、我々にとって、

受け入れる立場にとっては今回多少の失敗はあっても

次に頑張ればいいと、こういうことになるわけですけ

れども、来る学校の生徒さんたちにとっては、その一

回がやはり子供たちの一番大事な部分であって、次が

ないわけでございますので、そういう意味では万全の

体制を持ちながら受け入れをする。そして、その評価

をしていただいて、さらに招致活動に頑張っていけれ

ばと、こんなふうに考えておりますので、よろしくご

理解いただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） リンドウ栽培にかか

わってお答え申し上げます。ただいまリンドウのお話

で、九戸村の例を委員、お話ございました。私どもは

今、検証するための実証を行っておるわけでございま

して、この検証の成果を十分に踏まえながら、そして

実証の成果を見ながら、そして実際に生産者の方々が

生産に向けて取り組んでいくという時点で、ただいま

委員がおっしゃったこと等についても検討してみたい

というふうに、いろいろな支援策があろうかと思いま

すが、検討してみたいと、そのように考えているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 下斗米委員。 

○下斗米一男委員 私からは、林業費についてお伺い

をいたします。実は、先週末、盛岡でのある団体の会

合で県の方のごあいさつの中で、意外な話を聞きまし

た。実は、県、あるいは国が財政難ということで公共

事業の削減を大幅になさっている中で本当に意外だっ

たんですが、19年度以降の林道整備について今、工事

箇所を探しているというふうな話がございました。ご

承知のように、県はもう新規事業ほとんどできない状

況にあるわけですが、あらゆる事業で、そういった中

で物によってはそういう新規の事業を探しているとい

う実態もございますので、当久慈市において、山形町

も入って山林がふえたわけですから、この林道整備、

林業振興について当市の今後の計画をお示しをお願い

します。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 現時点での林道整備

計画、具体の路線としては持ち合わせてはございませ

んが、昨年度、久慈地方森林組合の方に問い合わせ等

いたしましたところ、具体の要望路線は出てこなかっ

たというふうに記憶してございます。そういうことで、

現時点では計画路線は持ってございません。以上でご

ざいます。 

○委員長（桑田鉄男君） 下斗米委員。 

○下斗米一男委員 現時点ではないということ。私、

強く要望したいのは、そういうふうに事業によっては

採択してもらえる可能性のある事業がある。それが一

つは林道整備である。積極的にアタックをする、ある

いは関係団体とも協議をするという、やはりそういう



－55－ 

積極的な姿勢が欲しいなと思いますので、部長、もう

一回ひとつ。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） ただいまのお話でご

ざいますが、久慈地方森林組合等々と協議を重ね、具

体の路線等について、もし要望等がございましたなら

ば検討してみたいと、そのように思ってございます。

以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 大上委員。 

○大上精一委員 71ページの下段の中に、貸付金の中

でございますが、強い農業づくり交付金というのがご

ざいますし、あと73ページの上段の４行目にも同じよ

うな文言が書かれているわけでありますが、ここら辺

についてのご説明をお願いしたいことと、この合併協

定項目に盛られていたのかなと思っておったわけであ

りますけれども、ちょっとお聞かせをいただきますけ

れども、実は山形町の乳牛改良組合で当時、村の方に

村有地の草地造成をお願いしたいということで26ヘク

タールぐらいだったでしょうか、お話をし、村でも前

向きに検討するということできたわけでありますが、

ここには事業計画書があるわけでありますけれども、

そこにはちゃんと載っているわけでありますが、この

予算書にはどこに盛られているのかどうかということ

を、まずお聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 村上農政課長。 

○農政課長（村上章君） お答えになっているかどう

かちょっとあれですけれども、71ページの強い農業づ

くり交付金14万は農業農村活性化協議会、これは県の

農政部の中にございますけれども、ここに14万交付し

て事業費28万で、例えばこの前も開催されましたけれ

ども、躍進大会等に使用するものでございます。次に、

73ページの上から４段目でございますが、強い農業づ

くり交付金は、酪農にかかわって乳牛の乳量とか、乳

質改善のために交付するものでございます。以上でご

ざいます。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井山形総合支所産業建設

課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） お答え

を申し上げます。旧山形村時代の関係でございますけ

れども、酪農をなさっている方々が、酪農部会の人た

ちが旧村にお願いをして草地造成をしたいと、こうい

うことでの用地等については村が了解をしているんだ

と、こういうことなわけでございますが、新市になり

まして、この問題につきましては、果たして本当にこ

の事業をした場合の経費、あるいはそれの負担等、こ

ういうことなんかを考えたら、採算的にどういうもの

になるのであろうかということで、実はその前に空き

牧野であるとか、あるいは空き草地、こういうところ

を調査をしたらどうなのかと、こういうことから先般、

そういうことでの調査もしてきたところでございます

が、この事業を進める上においては、まだ具体的な部

分で計画が出ていないと、こういうこともございまし

て、今回の予算の中にはのっていないものでございま

すが、５年間の発展計画、振興計画、その中には含め

ている状況でございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 大上委員。 

○大上精一委員 ご答弁いただいたわけでありますけ

れども、そういったような空き牧野等々の調査云々と

いうことは、改良組合の組合長、我々もメンバーでご

ざいますけれども、一切お話を伺っていないところで

ございまして、26ヘクタールについては、当然これに

盛られてしかるべきものであるというふうに認識をし

ておったわけでありますが、精査してみると見当たら

ないはずであります。今、ご答弁のようにしなかった

ということでありますから、仕方ないわけであります

けれども、やはりこういったことについては、どのよ

うな結果になろうともやはり組合にお話をしていただ

いて、了解を得ながらしていただければ、ある程度ご

理解もいただけるのかなと思うわけでありまして、こ

ういったこと等もやはり合併をするに当たっても盛っ

ていただきたいということでお願いをしてきて、いざ

こういう合併が終わった時点においてはなかったとい

うことになると、きのうの髙屋敷議員さんではありま

せんけれども、裏切られたという気持ちにもなるわけ

でありますので、今後ひとつよろしくお願いしたいと

思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ただいまのご指摘でございま

すが、改良組合の皆さんに一切の話がないままに、予

定変更ではないんですが、精査しているということに

ついてお知らせをしていなかったとすれば、まことに

残念なことでございまして、おわびを申し上げます。 

 なお、ここはひとつその上でご理解をいただきます

のは、合併協定項目、あるいは新市建設計画、そうい
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ったものにさまざまな事業を盛り込んでございます。

ただ、それが何年度に行うと大まかなところはつくっ

ているんでありますが、年度年度の中で調整というこ

ともございます。したがって、今の草地造成にかかわ

っては、今後、組合を初め関係の方々ともよく連携を

しながら、事業実施する際にはどういった形で、どう

いったご負担をいただきながら、行政が何をやりなが

らというようなことをいろいろと検討しながら、実際

の事業年度といったものについて決定していきたいも

のだというふうに思っております。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 それでは、３点お伺いいたします。

１点目は、農業総務費にかかわってですが、農村公園

についての予算が計上されているわけであります。農

村公園の必要については、今さら私から申し上げるこ

ともないと思いますが、非常に周辺の農村部にはそう

いう施設が不足していると、そのように思うわけです。

農村公園の数、市内全域の数ですね。どこに幾らとい

うことは言いません。総体でいいですから─と今

後の新設の計画があるのかないのか、それをお伺いし

たい。 

 次は、農業振興費にかかわってであります。振興費

の一番上に、いわて農業担い手支援総合対策事業費と

いうのがございますが、これもその一つなのではない

かなと思いますが、つまり集落営農の推進にかかわる

予算というのはどれとどれなのか、あるいはないのか、

ないことはないと思いますが、非常に重要な農業振興

のテーマではないかと、そのように一般質問でも申し

上げたところですが、説明をいただきたい。 

 ３点目、73ページ、農地費にかかわって、先ほども

ちょっと触れた提案説明がございましたが、畑田地区

の幹線農道、これは共通語かどうかわかりません。私

はそう言っているんですが─の800万の計上がある

わけですけれども、これは今までの説明で測量と、そ

ういうような使い道だというように受けとめています

が、単に農道の整備だけじゃなくて関連をして、例え

ばあの水田地帯の排水対策等についても計画としてお

持ちなのではないかなと、そういうふうに仄聞をする

わけですけれども、そういった今後の見通し、計画の

中身と財政も含めた今後のこの問題の見通しについて

お伺いしたい。以上３点でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 村上農政課長。 

○農政課長（村上章君） お答えを申し上げます。ま

ず、農村公園の数でございますけれども、侍浜公園ほ

か全部で８カ所ございます。今後の新設の見通しでご

ざいますけれども、ただいまは具体的な計画は持って

おりませんが、今後の課題とさせていただきたいと思

います。 

 あと、集落営農の具体的な予算計上でございますけ

れども、73ページの５目農地費でございますけれども、

その中で上から７番目、担い手育成土地利用調整推進

事業費140万5,000円、あと下段の二つでございますが、

畑田地区担い手育成支援事業、大川目地区担い手育成

支援事業、合わせて93万3,000円が計上になっており

ます。一般会計に計上になっているものは以上ではな

いかと思いますけれども、水田農業協議会という正し

い名称でありませんが、協議会がございまして、そち

らの方で対処するものもございます。 

 それから、畑田地区農道の見通しでございますけれ

ども、今年度は基本設計調査費800万円を計上してお

るものでございまして、この点については22年度完成

の見通しで事業を進めてまいりたい考えでございます。

あと事業内容でございますけれども、延長が約1,300

メートルほどを舗装すると、それに伴う側溝も整備す

る、そのような計画になってございます。以上でござ

います。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 それでは、集落営農については、精

神論では私は進まないと、そう思っております。やは

り予算の裏づけも必要ですし、そういうことをしっか

りと重点と掲げるならば形で示した行政執行を希望す

るものであります。何かございましたら、ご見解をお

伺いしたい。 

 それから、畑田地区の幹線農道についてですが、こ

れはご承知のように久慈川の支流にぶつかるわけであ

ります。現地をごらん─ご承知だと思うんですが、

その先がどうなるか。つまり橋が必要だと思うんです。

そのことについてのお話がさっきなかったもので、そ

のことを指定してお伺いしたいと。橋をどう考えてい

るのか。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 村上農政課長。 

○農政課長（村上章君） 畑田地区農道の橋というご

質問をいただきました。あれは田沢川を越える橋とい

う認識でよろしゅうございましょうか。その橋も計画
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してまいりたいと、そのように考えているものでござ

います。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 集落営農組織化に向

けての支援というふうなことですが、現在までに６地

区が集落営農組織化してございます。この６地区に対

しまして、10万円の支援をこれまでやってきたわけで

ございますが、今後はさらに集落営農、いわゆる法人

化とか、あるいは品目横断的安定対策に向けての取り

組み等々についての活動費として、総額で50万という

支援をしてまいりたいというふうなことで予算計上を

してございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、１点についてお伺いした

いと思いますが、71ページの農家民泊整備推進事業の

補助金のあり方について、具体的な交付のあり方につ

いてお伺いいたしたいと思いますが、これにつきまし

ては６月15日の新聞報道によりまして、大体私は具体

的な内容を知ることができたわけでございますが、そ

の中で補助金を受けるにはいわてやまがた農村民泊研

究会の会員で、最低５年間は旅行者の受け入れを継続

することが条件云々とあるわけでございますが、この

継続の５年間は私は問題はないわけでございますが、

それにかかわって質問をいたしたいと思いますが、こ

のいわてやまがた農村民泊研究会の事業内容と、そし

て会員が何人ぐらいで構成されておるか。そして、私

は思うのでございますけれども、今年度が予算も大幅

に拡大されたわけでございますので、私は補助金の条

件として、この会員にこだわらないでもっと大きく利

用するようにすべきだというように考えておりますが、

そのお考えについてお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） それで

は、お答えを申し上げます。ご承知のように、農村民

泊といいますか、農家民泊といいますか、これにつき

ましては旧山形村としての取り組みの中で実施をして

きたわけでございますが、新市になりまして、引き続

き事業を実施してきているものでございます。先ほど

のご質問の中で会員数はどうなのかということでござ

いますが、23戸、いわてやまがた農村民泊研究会に加

入しております会員数は23名プラス２団体となってご

ざいます。 

 それから、事業の内容でございますが、市内で農林

畜産業等を営む者等が旅館業法の許可等を取得した農

家民泊を将来的に目指す上で、必要かつ有効となる現

住家屋等の整備に対しての助成をするというものでご

ざいまして、これにつきましては、トイレであるとか

洗面所であるとか、あるいはふろ場、台所、そういう

もの等について改修をした部分に対する助成をすると、

こういうものでございます。補助の額にいたしまして

は上限を50万円ということで、それの２分の１の助成

ということで、事業費の２分の１の助成ということに

なってございます。現在の段階におきましては、まだ

ここのいわてやまがた農村民泊研究会に加入している

方のみを対象としているということの事業でございま

すが、将来的には、この部分について検討をする必要

があるのかなというふうに考えているところでござい

ます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 貸し付けの条件等については大体わ

かりましたが、私が知りたかったのは、そのためにど

のような事業活動を展開しておるかということについ

てお聞きしたかったわけでございますが、それから、

その補助制度については今後、見直していくのもいい

のではないかというようなご答弁をいただいたわけで

ございますが、私はこの今、よく言われております交

流促進事業を活発にし、あるいはグリーンツーリズム

を積極的に展開するということでは、非常にいい補助

金だと思っているわけでございますので、そういう前

提のもとに質問させてもらっているわけでございます

が、そこで、先ほど申し上げました事業の内容と、そ

れから、補助金の広くの活用の問題について再度お伺

いします。 

 それからあわせて、この事業を進めることによって

将来的には観光客の誘客を図るために、例えば民泊の

ような方向に持っていく何件かの業者といいますか、

そういうかかわっている方が出てきてもいいのではな

いかと思いますが、そのような方向に指導をしていく

こともあるのかについてもお伺いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） 将来的

にはその受け入れを、一般の人たちの受け入れもでき

るようにというふうなことなようでございますが、こ

れは農林漁業体験民泊というふうなことで、法律の中
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で実は規制されている部分がございます。農林漁業体

験民宿業ということで、これは農家民泊業と言ってい

るわけでございますが、その中で実はここの中を読ん

でみますと、「施設を設けて人を宿泊させ、農林水産

省令で定める農村滞在型余暇活動または山村漁村滞在

型余暇活動に必要な役務を提供する」というふうなこ

との営業でございますが、これにつきましても役務と

言っておりますのは、農作業の体験の指導であるとか、

それから農産物の加工であるとか、それから調理の指

導であるとか、地域の農業農村の体験であるとか、こ

ういうふうなことが絡まっていないとこのことができ

ないと、こういうことでございますので、一般の旅館

業法みたいな形にはいかないと、こういう規制になっ

ているものでございます。 

 それから、農村民泊研究会の事業ということなわけ

でございますが、これにつきましては、要するに、体

験旅行とか、そういう方たちが来た場合に、率先して

その宿泊を受け入れてくれると、そのために組織もし、

あるいは施設の整備に対して助成をするというふうな

ことでございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員 それでは、77ページの森林づくり

ボランティア事業費、それとマツタケ山環境整備実証

事業の、これは二つ関連していると思うのですが、内

容と、それからこれからの見通しについてお伺いいた

します。 

○委員長（桑田鉄男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 森林づくりボランティ

ア事業、それとマツタケ山環境整備実証事業、これは

今、お話のありましたように相互に関連して実施しよ

うとするものであります。事業の内容でございますが、

森林づくりボランティア事業は、下にありますマツタ

ケ山の実証事業を去る６月２日に市有林において実証

事業を開始したわけでございますけれども、その際に

市民の方々を募って行っているところでございます。

それらにかかる、ボランティアにかかる経費をこの事

業として行っているものでございます。それから、マ

ツタケ山環境整備事業の概要でございますが、これら

の経費の概要につきましては、６月２日に行われた地

がき作業等にかかる人夫賃金、あるいはこれを指導い

ただいた方の講師への謝礼等が事業内容ということに

なってございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員 見通しについては話がなかったよ

うに思いますが。 

○委員長（桑田鉄男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 大変失礼をいたしまし

た。今後の見通しでございますが、マツタケ山環境整

備実証事業でございますが、今後いわゆるこの間、地

がき作業をやったわけでございますけれども、これか

ら久慈東高校の林業を専攻する生徒さんたちによって、

このマツタケ山の生育の状況といいますか、そういっ

たものを観察していただきながら、これらの実証の結

果を、現在考えているところでは産業まつりにおいて

報告をいただき、そしてその成果等を含めて、今後マ

ツタケの産地化に向けて推進してまいりたいというふ

うに考えているところであります。 

○委員長（桑田鉄男君） 木ノ下委員。 

○木ノ下祐治委員 東高校の生徒の皆さんのほかに一

般の方が参加したとお聞きしておりますが、その辺の

こと、おわかりでしたらお教え願いたいのですが。 

○委員長（桑田鉄男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） ６月２日に近隣一般の

参加者を募集をいたしまして、マツタケ山の地がき作

業等を実施したわけでございますが、一般参加者は市

内の52名の方から参加をいただきました。そして、そ

のほかには関係機関団体からも指導をいただくために

県の林業技術センター、あるいは振興局の林務部等、

あるいはそれから久慈地方森林組合からご協力をいた

だいて実施したところでございます。以上でございま

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 皆川委員。 

○皆川惣司委員 73ページの下段の方であります。県

営中山間地域総合整備事業の日野沢地区の件でありま

す。ご存じのように財政難から、当初土地改良区関係

の事業でありますので、５年ないし６年でできるとい

う地域での説明の中で、ご存じのようにいまだ今の進

捗状況にあります。今後の見通しをお示しをいただき

たいと思います。 

 それと、77ページ、上段の方にありますけれども、

林道維持管理費であります。平成15、16年当時でしょ

うか、山形地域は寒い地域でありますので、ほとんど

の村道等、あるいは県道に関しましても凍上災やって

ございます。ただ、当時の村として、林道、農道です
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ね、そういったところは凍上災に認められないという

ことで議論した経過もあるわけでございますが、地域

におきまして市道としての役目を果たすべく農道、林

道がございます。そういった中においての凍上による

今回の寒さもあって、かなり傷みがひどいようであり

ます。その救済といいますか、修復といいますか、方

法がないものかどうか、それをお伺いを申し上げます。

この金額では到底できないような感じですので、お伺

いするわけでございます。 

 それと、その下にありますけれども、林野火災予防

経費ということでありますが、これについての内容を

ご説明お願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） まず１

点目でございます県営中山間地域総合整備事業、日野

沢地区の事業の進捗、あるいは今後の状況ということ

でございますが、平成23年までの計画ということで推

進をしているものでございまして、これにつきまして

は、現段階におきましては計画どおりの推進が図られ

ているということでございますので、ご容赦をお願い

申し上げたいと思います。 

 それから、私の部分でもう一つでございますが、平

成13年の凍上災を実施した中では、林道、農道につい

ては大きな災害としての工事はしなかったと。それで

本年度また寒さが来まして、非常に林道が傷んでいる

のではないか。それから、それに対します生活道とな

っている部分の修復はどのように考えているのかと、

こういうことでございますが、ここの予算の中におき

ましては通常の維持管理という形で予算化はしてござ

います。災害ということで認定は今回もならないわけ

でございますが、いずれ現地を見ながら対応してまい

りたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜

りたいと思います。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 林業維持管理費、ただ

いまお話をしたところでありますが、維持費として予

算では30路線程度を見込んでの経費を見たところでご

ざいます。それから、林野火災予防経費でございます

が、山火事のいわゆる多発期であります４月から５月

にかけて、山林を巡回しながら山火事の防止を呼びか

けるというものでございまして、それらにかかる賃金

を見込んでいるものでございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 皆川委員。 

○皆川惣司委員 さきの中山間の整備事業の件であり

ますが、23年までに完成するんだということは私も存

じております。中身は水道、簡水といいますか、将来

的に水道未設置地区をなくするんだという意味におい

ての大きな事業としてとらえていますが、高齢化も進

み、もうこれを、安心な水を使わないで、おれたちは

亡くなるんではないかというような話もありますので、

重点的に早く進めていただきたいと、そういうことの

意味を込めて申し上げましたので、その辺をよろしく

お願いします。ご意見ちょうだいしたいと思います。 

 それから、凍上災の件でありますが、今のご説明で

すと、農道、林道、凍上災として申請すればできるよ

うな受け取り方をいたしました。例年でありますと、

本来もう、今、市になりましたけれども、市の方で重

点的に精査をして、もう凍上災の審査を受けるべき時

期に来ているわけですよね。そういった意味において

は、今回は合併のどさくさじゃないでしょうけれども、

対応が遅いなというふうに考えますので、早く現地を

確認して対処していただきたい、この件をもう一度お

願いしたいと思います。 

 それから、林野火災の予防経費、今、巡回の賃金だ

というお話でございました。実は最近、山菜シーズン

に、たまたま私の山でございましたが、消防が私の山

で八戸地域から来たと思われる─ナンバーを確認

したそうでありますが─方が来て、たばこから出

火をしそうになった。火災扱いにはならなかったわけ

ですが、発見が早く、いち早くそれを防止したという

事件がございました。そういった意味において、地域

の資源も含めて山菜シーズンでありますから、それに

よって生活の糧となしている方々もあろうかと思いま

す。直接火災とは関係ありませんけれども、そういっ

た意味において、ほかから入ってくるそういった山へ

の参入者の啓蒙を何か図る意味で、ただ巡回で回って

いればいいじゃなくて、そんな立て看板とか、そうい

った目に入るような状態を地道ではありますが、そう

いったことを地域と連携とりながらやっていくべきと

考えておるところですが、この点についてお伺いを申

し上げます。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） 最初の

県営中山間地域総合整備事業の関係でございますが、
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進捗率は17年度の終了時点におきまして30.8％という

ふうな状況になっております。18年度事業といたしま

して、約２億7,000万ほど事業計画がされておるよう

でございますので、これが順調に完了いたしますと、

43.9％というふうな形での進捗状況になる予定でござ

います。いずれにいたしましても、早期完成ができる

ように県の方にもお願いをしてまいりたいというふう

に考えております。 

 それから、林道の災害、凍上災としての関係でござ

いますが、今年度につきましては、凍上災災害として

認定するというふうなお願いをしておりませんです。

要するに、申請をしていない状況でございますので、

この林道維持については、現地の状況を見ながら現在

の予算の中で、あるいは今後、非常に何としてもこの

予算で足りないというふうな状況であれば、それなり

の対応をしていくというふうな考えでございます。以

上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 林野火災防止にかかわ

っての巡回するだけでなく地域との連携を図りながら、

その対策を行うべきだというような趣旨のご質問だと

思いますが、確かにご指摘のとおりだと思いますので、

巡回をしながら、いろいろなところに気を配りながら

巡回するように依頼する人夫さん等にもお話をしたい

と思いますし、地域との関係につきましても、関係機

関等なり、あるいは関係者等と協議しながら推進に努

めてまいりたいというふうに思いますので、よろしく

お願いを申し上げます。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 中平委員。 

○中平浩志委員 それでは、71ページの中山間地域夢

づくり、直接支払交付金等になりますけれども、簡単

に内容をお願いします。それと次が、短角牛、これは

一般質問でも出ていましたけれども、短角種増頭対策

事業費補助金とか、短角牛基幹牧場管理費とかいろい

ろ予算化になっているようですけれども、実際には今、

頭数も減ってきているというふうに言われております

し、そういった部分で流通経路、販売の、考えていか

なければならない部分も出てくるのかなというふうに

思いますので、頭数をふやす部分と、その流通経路の

確保対策についてお聞かせください。 

 その次に、水産の方で水産経営活性化対策事業費補

助金とか出ていますけれども、多分ここに関連してし

まうのかなというふうに思いますけれども、昨今、漁

業をやっている方々は非常に不漁等で大変苦しい思い

をしております。今の状態が続いてしまうと、後継者

になる方ももちろん減ってきておりますし、なくなっ

てしまうというふうなことも危惧されますけれども、

どういったこれから方策を持って漁業者に対する援助

なり、また支援なりをしていくものなのか、考えにつ

いてお知らせしていただきたいというふうに思います。

以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 村上農水課長。 

○農政課長（村上章君） 中山間地域夢づくり総合支

援事業費98万9,000円の内容でございますけれども……

三つあわせ─大変失礼をいたしました。ただいま

申し上げました夢づくりでございますが、事業内容は

子供たちに農業体験をしていただこうと、今年度は10

校予定してございますが、要は、農業体験をしていた

だいて将来の担い手育成確保にも役立てたい、そのよ

うに考えての事業でございます。 

 あと、同じような文字でございますが、直接支払推

進事業費、あと直接支払交付金でございますけれども、

中山間地域、急傾斜地とか傾斜地、そのような集落が

久慈市には多いものでございまして、今年度対象にな

っている地域は合併前の両市村合わせて９集落ござい

ますが、農業をやるのに条件が悪い地域に対しまして

国から直接交付金が来るものでございます。以上でご

ざいます。 

○委員長（桑田鉄男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） 漁業担い手のご質問で

ございます。確かにご指摘のとおり大変厳しい状況に

あるものと考えてございます。いろいろ稚貝・種苗放

流等の経費補助とか、あるいは施設整備、漁港等の整

備を補助事業を導入して実施しているわけでございま

す。そういったことで、いわゆる漁場整備を図りなが

ら生産性を高めて担い手の育成に努めてまいりたいと

思いますし、現在、小学生でございますけれども、海

づくり少年団というのが２団結成されてございます。

そういったところでも啓発、海づくり等の啓発を、あ

るいはいろいろな海に関する知識等を知っていただき

なら、担い手になってもらうように推進してまいりた

いと、このように考えております。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） それで
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は、委員のご質問でございます短角の振興とそれに伴

います流通についてということでお話をさせていただ

きます。まず、短角につきましては、委員ご承知のと

おり非常に減少しつつあるということでございまして、

この減少している理由でございますが、まず一つは、

農家の高齢化というところが一つでございます。それ

からその次が、どうしても同じ牛の飼養をするという

ふうになりますと、所得率的にいい、あるいは飼いや

すいという点から黒毛の方に移行しやすい、こういう

ふうなことが一つの減少している原因かなというふう

に感じております。そこで、ここのところを幾らかで

も解決するというふうなことから、今、考えておりま

すのが、一つは短角の増頭対策ということで、基礎雌

牛を導入した場合に２万円を助成をすると、これをず

っと３年ほど続けてきているものでございます。今年

度は一応30頭をめどにということで対応する考えでご

ざいます。増頭された牛は２年間は必ず保留しなけれ

ばならないという条件がありますが、まず一つはこの

増頭対策にかかる助成と、こういうことが一つでござ

いますし、もう１点は、実は繁殖雌牛が足りなくなっ

てきていることから、農家内での一貫を考えていくと

いうことでございまして、繁殖と肥育を農家の中で全

部こなす、こういうことでございます。そのために施

設の整備等をしなければならないわけでございますが、

そこにおいては個々それぞれ大変であるというふうな

部分もあるものですから、先般、昨年になりますけれ

ども、白樺平牧野の施設をお借りしまして、そこを改

築し、50頭規模の繁殖牛をそこに入れて飼養している

状況でございます。100頭規模ぐらいどうしても必要

だというふうな観点から、今、あと50頭規模の施設に

つきまして関係者と協議をしている、こういう状況で

ございます。 

 それから次に、それの流通に関する部分でございま

すが、現在は短角牛につきましては、基本的には大地

を守る会という村と産直交流をしております会に年間

320頭ほど出しております。それから、愛知県にあり

ます中型スーパーでありますカネスエというところに

24頭、それから、明治屋、これは大手スーパーになり

ますが、明治屋に24頭、それから地元でございますが、

地場での販売になりますけれども、これは佐々木さん

という方のところで24頭ほどやっていただいておりま

すし、それからもう一つは、農社でやっておると、こ

ういう状況でございまして、合わせますと、17年度の

販売頭数は477頭に上っております。現段階におきま

しては、肥育牛の頭数等からいきますと、この辺が限

度であるというふうな状況でございまして、今後、飼

養頭数が伸びることになれば、それなりに流通経路を

拡大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。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 中平委員。 

○中平浩志委員 それでは、再度質問しますけれども、

まず中山間地域、内容をお知らせください。この内容

について詳しい事業内容をお知らせしていただきたい

というふうに思います。あと短角牛なんですけれども、

確かに単価的に黒毛和牛がいいというのも聞いており

ます。それによって今までは短角を置いたんですけれ

ども、もう半分ぐらいは黒毛にしていますよというよ

うな農家の方々の声も聞いておりますし、やはりいか

に単価面できちんとした農家の方々が安心して飼育で

きるような形にするというのが基本的な考え方じゃな

いかなというふうに思いますので、私、ブランド化し

たいというふうに、目標はいいんですけれども、目標

に沿っていくためには、今、言ったとおりのきちんと

した下支えというのが必要ではないかなというふうに

思いますので、再度お知らせください。 

 あと漁業、海づくりとか、もちろんウニとかアワビ

とかやっています。ただ、それ以外でも自然を相手に

しますので、例えば今年なんかでも天候というか、海

水温度でしょうね、コウナゴの時期がずれていますし、

サケシーズンになればもちろん今までよりはずっとと

れなくなってきている。やはりこういった部分を目の

当たりにしていますと、ただ単につくり育てる漁業だ

けじゃない、もっと違う観点から漁業者に対する支援

というのが必要になってくるのかなというふうに思い

ます。特にも、この燃料費の高騰等によって、１回漁

に出ただけでも赤字だというふうにも言われておりま

す。そういった部分を考えますと、物質的な支援はも

ちろんですけれども、いかに継続して漁業者が漁業で

きるような環境をつくるのかということが必要になっ

てくるというふうに思いますので、その辺のこれから

の考え方についてお知らせください。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 村上農政課長。 

○農政課長（村上章君） 中山間にかかわっての内容

でございます。この事業は、先ほども申しましたけれ
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ども、生産条件が不利なところ、そして目的は農地を

保全していくんだというものが第一と認識してござい

ます。具体的な内容でございますけれども、農地が１

ヘクタール以上ある集落で急傾斜地、緩傾斜地と分か

れてございます。具体的に申し上げますと、急傾斜地

の場合は水田でございますけれども、角度が20分の１

以上、あと畑、草地、採草放牧地の場合は15度以上が

対象になってございます。緩傾斜地の場合は、水田の

場合は100分の１以上、あと畑等は８度以上に区分さ

れるものでございます。その交付金額でございますけ

れども、10アール当たり水田で申しますと、急傾斜地

の場合は金額的に２万1,000円、緩傾斜地の場合には

8,000円、あとそれぞれ畑、草地、採草放牧地等ござ

います。その代表的な畑で申しますと、急傾斜地は１

万1,500円、緩傾斜地は3,500円が交付されるものでご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 水産業に対する支援

というふうなことでございます。予算書にも載せてご

ざいますが、総計2,800万弱の補助事業として取り組

んでいるわけでございますけれども、限られた財源で

もございますし、生産部、あるいは漁協とどのような

支援の仕方が望ましいのか等々について意見を聞いて

みたいと、そのように思ってございますので、ご理解

申し上げます。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） 農家が

安心して経営ができるようにということでございます

が、子牛価格につきましては、ここ二、三年高値で推

移をしている状況でございまして、この状況が続いて

いただくのを念願しているところでございますし、そ

れからもう一つは、安心して経営できるためにはとい

うことから、中核的な農家を中心に、農家内一貫生産

を今まで以上に推進をいたしまして、また規模拡大に

かかる施設費等の整備につきまして、十分助成をして

対応してまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 それでは、最初にけさの新聞で久慈、

二戸、八戸の連携懇話会の立ち上げについて報道がな

されていたわけですけれども、これについてこの懇話

会の中で、特にもきょう、農林水産業にかかわってい

ろいろな課題やら問題やら出されているわけですけれ

ども、これらの農林水産業の振興にかかわってどのよ

うな考え方で懇話会に臨もうとしているのか、現段階

で、相手があることですから、今からの話の進めぐあ

いではいろいろ変わってくるかもしれませんが、現段

階での市長の考え方をお伺いします。 

 それから次に、認定農業者の数は今どれぐらい、何

人ぐらいなのかということと、この認定農業者と農業

振興とのかかわりはどうなって、どういうように考え

ればいいのか。その現状ですね。今、こういうような

関連でとらえているんだけれども、そこまでいってい

ない部分もあるかもしれませんし、あるいはもうちゃ

んとできているかもしれませんが、そこの認定農業者

と農業振興のかかわりについてお願いします。 

 それから、最後になりますが、私、山に育っている

もので、海のことはよくわからないんですが、この前

耳にしたことで、前は漁協に入っておったんだけれど

も、海藻がどんどんなくなって、ウニやアワビがもう

さっぱりとれなくなってきているんだということを聞

いたんです。それでもう漁協をやめたという話も聞い

たわけです。これは本当だと思うんですけれども、い

わゆる海藻の育ちぐあいは現在、本当にそういうふう

にどんどん減って枯渇の方向に向かっているのかどう

なのかということと、当然そうなればウニ、アワビの

漁獲量も減っているだろうと思いますので、そのウニ、

アワビの漁獲量がここ数年どういうふうに推移してい

るのか。以上お願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私からは八戸・久慈・二戸３

圏域連携懇談会にかかわって、農林水産業振興連携を

どうしていくかと、こういったことについてのお尋ね

についてお答えをいたします。実は、これはお互いに

懇談会を立ち上げましょうという基本認識をまずは確

認をした段階であるということをご理解いただきたい

と思います。この後、三者でもって一堂に会し、具体

的な取り組みについて意見交換をしてまいりたいと、

こういうことでございます。そして、その中でテーマ

を定めていくということになります。そのテーマを定

める際に、農林水産業といった形でどの部分で連携が

できていくのか、まさにこれからでございますけれど

も、私、庁議の場で各部長に申し上げたことは、各部

少なくとも一つ、連携のテーマを定めてほしいと、こ

ういうことを申し上げております。そういった中で、
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例えばでありますけれども、花卉類、花類なんかの連

携はできないだろうか、リレー出荷の観点からとか、

さまざまな運用の仕方があろうかと思います。それか

ら、これは生産の段階でございますが、もう一つは、

私が申し上げております海業、山業、里業、こういっ

たいわば観光を含めたところのそれぞれの山村振興、

漁村振興等々できないのかと、こういったことについ

て連携をしていきたいと、このように思っております。 

 それから、先ほど実はご質問があって、八戸ナンバ

ーらしき者がご自身の山に入って、ぼや騒ぎに遭った

と、こういったこと等も私もよく見聞きいたします。

そうしますと、来ていただくのはありがたいのですが、

来ていただく方々のマナーについてお互いに意識啓発

できないのか。それから、せっかくおいでいただくの

だから、これをただ単に、どうぞ自由に入っていって

くださいという形ではなくて、一つお互いの理解する

中で、例えばマツタケでありますならば、そこを業と

していくような、いわゆる農園といった形につくって

いく中で、八戸圏域との方々との連携ができないのか、

こういうふうなことを考えていきたいというふうに思

っております。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 私からは、認定農業

者にかかわってご答弁申し上げます。まず、認定農業

者の数でございますが、旧久慈市分で71、旧山形分が

84、合計で155名の方が認定農業者として登録してご

ざいます。それで、認定農業者と農業振興とのかかわ

りでございますけれども、このかかわりは私どもでは

大変強いものがあろうというように考えてございまし

て、特にも品目横断的経営安定対策、これに来年度か

ら移行するわけでございます。担い手の一形態として、

この認定農業者という位置づけになされないと制度の

活用がなされないというふうなことでございますので、

今後、認定農業者の増員に対してもいろいろ推進をし

てまいりたいというように考えてございます。以上で

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 藤森林業水産課長。 

○林業水産課長（藤森智君） ウニ、アワビ等の生産

実績についてお答え申し上げます。まず、アワビでご

ざいますけれども、15年度から17年度までの数値で申

し上げます。数量は15年度２万9,873キログラム、金

額にして２億1,898万円余です。それから16年度が数

量で２万6,081キログラム、金額が２億4,519万4,000

円ほど、17年度でございますが、数量が２万989キロ

グラム、金額で１億7,520万7,000円ほどとなっており

ます。またウニでございますけれども、数量が15年度

7,008キログラム、金額5,725万3,000円ほど、それか

ら16年度が数量１万1,487キログラム、金額6,856万円

ほど、それから17年度でございますが、数量が9,957

キログラム、金額で6,955万6,000円余となっておりま

して、確かに金額的にも下がっている状況でございま

す。これまでウニ、アワビの種苗等の放流をずっと毎

年行っておるわけでございますけれども、今、お話の

あったとおりいわゆるえさとなる昆布、ワカメ等の数

量等が少ないのではないかというようなこともござい

まして、今年度もいわゆる海中林アンカー兼用海藻着

生ブロック等の投入によって、えさの供給といいます

か、生産を図りながら生産向上に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 戸﨑委員。 

○戸﨑武文委員 これは要望ですけれども、懇話会の

いわゆるこれから何回どういうような形で進むか、ち

ょっと私もわからないんですけれども、節目節目でそ

の様子については議会と情報を共有するような形でお

願いしたいという、これはお願いです。 

○委員長（桑田鉄男君） 大上委員。 

○大上精一委員 ありがとうございます。先ほど関連

してお話をお聞きすればよかったわけでありますけれ

ども、前の村議会のときからずっとお願いをしてきた

ことではございますけれども、農家によらずでありま

すけれども、市民の所得向上につながるという意味か

らお願いをしたいわけでありますけれども、個々の農

家の、特に畜産農家の方々でありますけれども、でき

るだけ粗飼料を確保して購入飼料をなるべく控えると、

こういうことをしないとなかなか手に入るお金が少な

いということから、草地造成希望者、あるいは30年以

上もたっているような草地がかなり多いわけでありま

して、これの更新の補助事業等々含めて県・国等の事

業を精査しながら、皆さんの希望の取りまとめをまず

していただきたいと、これをお願いしてきたわけであ

りますが、それがそのように手順を経て、周知徹底さ

れてきたかどうかということであります。 

 それから、先ほどの戸﨑委員さんの質問に関連しま

すけれども、農地流動化という国の事業でありますが、
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これを認定農業者という方々が農地を荒らしたくない

という耕作できない方々と貸借関係をしながら、お互

い助かってきたわけでありますけれども、４ヘクター

ル以上耕作している方は二度とというか再びというか

貸借はできないと、こういうことになったそうだとい

う農業委員からのお話を伺ったんですが、それが本当

だとすると、大変なショックだと。そのことができな

くなるとこれは大変なことだなと思うんですが、いず

れそういう決まりになったとしたのかしなかったのか。

もしそうなったら今後の対策はどのように考えればい

いのか、当局の考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。以上。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） 畜産農

家の所得の向上という面から、粗飼料確保が必要なん

だ、そのために購入飼料を控えて粗飼料を確保するの

が必要なんだというお話でございますが、確かに古い

草地も旧山形村におきましても結構あったわけでござ

いますが、草地更新事業につきまして、国庫事業等が

あるかどうか私、今、承知していない状況でございま

す。もしその事業等があれば、そういう制度事業に組

み込みまして事業推進を図ってまいりたいというふう

に考えてございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 中新井田農業委員会事務局

長。 

○農業委員会事務局長（中新井田勉君） 農地流動化

にかかわります農地法の３条の関係ではないかと思う

わけでございますが、４ヘクタール以上というのは、

いわゆる認定農業者の面積の要件でございますが、そ

れ以上だめだということはちょっと私の方では承知し

ておりませんので、ご了承願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 大上委員。 

○大上精一委員 今、そういう国の制度があるのかな

いのか、これからみたいな話を伺ったんですが、私は

前からこのことをずっとお話をしてきておったつもり

でございます。いずれ今、農業公社の経営自体も大変

厳しいようだというニュースをたまたま聞くわけであ

りますが、それはそれとしてそちらの方のことでいろ

いろ頑張ってくださればというふうに思うんですが、

いずれ今、お願いし、明日できるというものではない

わけでございますので、少なくとも今年度早目に農家

の方々の希望をまず聞くと、それからあるかないか、

その希望次第だと思うんですが、あったとするならば

それに向けて制度、事業があるのかないのか、こうい

ったことを素早くやっていただかないと、お願いして

もさっぱりだ、さっぱりだというようなお話が私たち

に来るわけです。私たちも事あるごとにお話はするわ

けでありますけれども、これから考えますといったよ

うなことであるのであれば、大変時間がかかるし、農

家の皆さんに失礼だというふうに思いますので、でき

るだけ検討してみた結果、だめだったらだめだったで

も、これは時と場合、物によってはあるわけでありま

すので、まずその姿勢でひとつ頑張っていただきたい

というふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） 草地造

成の事業であれば現在あるわけでございますけれども、

更新事業になりますと、ちょっと調べてみないととい

う状況でございます。実は、旧村といたしましては、

低コストで草地更新事業をやれるようにというふうな

ことから、実はグラウンドホックというトラクターで、

トラクターにアタッチで使うものでございますが、そ

れを購入してございまして、それを貸し出しをしまし

て、草地更新をしていただければというふうなことで

検討しているところもありますので、ご理解をお願い

申し上げます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 75ページの地籍調査事業にかかわっ

てお聞きしたいと思います。過般、一般質問でも申し

上げた経緯がありますが、答弁では１件が和解、１件

は原告の勝訴、１件は敗訴という答弁でありましたが、

実は仙台高裁のものは確かに原告が敗訴ですけれども、

原告は間違った国調に基づいて土地をよこせという裁

判だったんです。被告が勝ったんです。その国調が間

違っていたのが確定して、被告が勝ちました。それか

ら、盛岡地裁は原告が勝訴したんです。原告は国調が

間違っているから、ずっと市に対して直してほしいと

言ってきたんだけれども、市が対応できなくて30年近

くかかって、裁判によって出て、国調が間違っていた

というのが確定をして原告が勝ったんです。これが盛

岡地裁での裁判の結果です。 

 答弁では、市は責任はないんだという話でございま

した。弁護士いわく、この問題は久慈市しかないと、

ほかの自治体からこういう問題は１件も上がってこな
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いと言うんです。こういう国調の問題で境界のこうい

った相談、そしてこの裁判になっている事態は、岩手

県内広しといえども久慈市だけですよということを私

は弁護士から聞かされております。したがって、国土

調査は全国でやっていますけれども、久慈市の不手際

で錯誤が生じて、その結果、今、言ったことが起こっ

ているのは久慈市だけだということですので、こうい

う点ではやはり今度の盛岡地裁の裁判でも数十万の弁

護士料がかかっております。たしか仙台高裁はもっと

かかったというふうに聞いておりますが、そのことに

ついてやはりきちんとしていく必要があるだろうと私

は思うわけです。 

 この問題で関連しますけれども、久慈市の旧久慈町

の区画整理事業、たしか40年近くかかって全国トップ

クラスの期間がかかったんです。私はこの問題でも市

民から久慈市が本来だったら訴えられるような問題だ

と思うんです。確定しない限り土地の権利の移転がで

きない。極めて土地所有者は不利益をこうむったわけ

です。だから、それと同じようなことがこの国土調査

の、久慈市が予算化をして、確かに国からはお金が来

ているかもしれないけれども、事業主体としてやって

いる事業だったんです。事業なんです。現在もやって

いるんです。答弁では、昭和56年以前のやり方と昭和

56年以降、そして平成５年以降のやり方は全然違って

きているんだけれども、全国同じやり方でやった中で

久慈市が、今、言った問題を起こしてきたという事実

なわけですから、これに基づいてやはり地権者から請

求があるかないかじゃなくて、こういった事態が客観

的にあるという事実があるわけですから、市として責

任の所在を明らかにして、一定程度の救済をしていく

という点が私は必要じゃないかというふうに思うんで

す。一般質問の答弁では、責任を果たす義務はないと

いうような答弁があったんですけれども、それでは私

はおかしいと思うので、このことについてやはり市と

して、久慈市特有の問題だというんですから、お聞か

せいただきたいというふうに思います。 

 それから、もう１点申し上げておきますが、和解の

分もこういうことなんですよ。春にお互いにくいを打

ったと、立ち会った。ところが、秋に測量したという

んですね。ところが隣の人が勝手に、それを越してく

いが打ってあったと。測量した人は、当時立ち会いは

いませんから、そのとおりはかったと。その結果、あ

とで…… 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員に申し上げます。

簡潔に願います。 

○城内仲悦委員 そういう錯誤ができたと。それも裁

判になって、最終的には和解になって解決しているん

ですけれども、そういったことですから、ぜひこの点

は事実に即して、裁判も結果として出ているわけです

から、適切な対応をしていただきたいと思いますので、

ご答弁を求めたいというふうに思います。とりあえず。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 国土調査にかかわっ

てお答えいたします。まず、原告勝訴１、敗訴１、こ

れが間違いではないかというふうなお話にも受けとめ

られますが、一般質問でお答えしたとおり、間違いな

いわけでありまして、いわゆる原告になった方が国土

調査の成果を主張した方と国土調査が間違っておった

というふうな主張の仕方でのお答えでございますので、

それはご理解をいただきたいと思います。 

 それから、市の責任というふうなことでございます

けれども、いわゆる境界の確定確認は当事者間がこれ

を決定するわけでございます。したがいまして、これ

までも全国的な例を見ますと、行政に対して当事者が

訴えを起こした場合は、私の知っている限りではいず

れも却下されてございます。そういうふうなことでご

ざいまして、費用の負担については一般質問でもお答

えしたとおり、私の方では考えておりません。ただ、

お互いに同意をして裁判で結果が出たというふうなこ

と等につきまして、修正はしてまいりますよというふ

うなことでお答えしておりますので、ご了承いただき

たいと存じます。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 全国の例と言いますけれども、全国

の例として言えば、県内でも今、言っている久慈市の

ような例がないというんです。久慈市特有の問題なん

です。したがって、久慈市が自治体としてこのように

予算化をして、地籍調査事業をやってきたわけで、私

が言っているのは現在のやっていることについては私

は言っていません。一般質問で言ったように、昭和46

年から49年の間にこういった問題が多々起きていると。

このことについてやはり当然当事者同士、部長言うと

おり当事者同士、当時確認するわけです。しかし、そ

ういう確認自体がなされないままこの期間、境界が決
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まっている部分があったということが事実としてあっ

たわけです。だから、錯誤があるわけでしょう。だか

ら、国土調査の修正を求めてくるでしょう。ところが、

市は相手が納得しない限り修正できませんよという答

弁をしている、皆さんに。そうすると、訴えている側

は裁判しかないんですよ、やり方は。その結果として、

費用がかかわるわけですから、こういう国土調査の不

的確なやり方によってこの問題が発生しているわけで

すから、その点での責任は当然あるというふうに私は

思うんで、その点はもうちょっと納得いく答弁をして

ください。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 委員は久慈特有の問題と言っ

ておられますが、どこが特有なのか、私にはよく認識

できません。訴訟が起こることが特有なことなのかと

いうことでしょうか。であれば、これはやはり訴訟と

いうのは日本国民の権利でもあります。訴えるという

権利はあるわけでありますので、このことについての

みお話されても、私ども答弁しようがないということ

は、まずはご理解をいただきたい。 

 それから、一般質問の際にお答えしたわけでありま

すが、当事者同士の合意でまずは確定するという基本

がございます。なお、合意に至らない場合は筆界未定

となるものであります。なお、決定後、つまり調査後、

地籍図、地籍簿の20日間にわたる閲覧の機会が設けら

れている。この期間にいわば異議ある場合には申し出、

あるいは修正の申し出等々があると、こういったこと

の手続を経て、双方異議なしということで私どもは判

断し、決定をして決めた、こういうことでありますの

で、その間なぜ、しからば異議を申し立てなかったの

か等々について、これはやはり当事者間の何と言いま

しょうか、なすべきことをなしていただくこと、この

ことが大切なことなのではないでしょうか。私はそう

いった考えに立っているものであります。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 ２点ほどお聞かせをいただきます。

一つは、畜産にかかわって旧久慈市時代、数年前にな

りますか、べっぴん牛の導入をした経緯がありますけ

れども、現在の状況と、私は現在の状況も定かでない

んですが、今後の方向性、どういうふうにお考えにな

っているのかお聞かせいただきたいのが第１点。 

 それから、過般の一般質問でも出たわけですが、品

目横断的経営安定にかわって面積の20ヘクタール、４

ヘクタール、若干下がって2.6ヘクタールまでですか、

出ましたけれども、久慈市の農地面積3,090ヘクター

ル、あるいは農家数1,852ぐらいですか、販売農家で

いうと1,017農家ぐらいになるわけですが、来年度か

ら導入ということですが、面積及び販売農家数、それ

ぞれ何％ぐらい対象にしようとしているのか、まずお

聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） 私からはべっぴん牛

の現在の状況と今後の見通しについてお答えを申し上

げます。べっぴん牛につきましては、いわゆる高齢化

等によりまして、生産者の方が現在全くいないという

ふうなことでございまして、１頭も飼育飼養してござ

いません。そういうふうなことで、今後の見通しにつ

きましても、そういうふうな状況でございますので、

可能性はかなり低いというふうに考えているところで

ございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 村上農政課長。 

○農政課長（村上章君） 品目横断についてご質問を

いただきました。お答えを申し上げます。個人であれ

ば2.6ヘクタールという面積要件がございますのはご

承知のとおりでございますけれども、その対象戸数を

どのくらい想定するかということでございますが、こ

れについては集落営農、集落で農業をやっていくんだ

ということも対象になってございますので、生産者ま

たは非生産者も含めまして、集落ぐるみで農業をやる

ということが農地の保全等、生態系、自然環境の保全

等を含めまして非常に大事だと私は認識してございま

すので、たとえ個人で面積要件が不足していても集落

でその面積要件に該当するのであれば、そういうこと

だと思いますので、対象戸数が幾らかと言われてもお

答えできないということになりますので、ご了承をお

願い申し上げたいと思います。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 今の問題で言えば、これから農政

の柱だと言っているんでしょう。3,000ヘクタール、

販売農家で1,100、1,010世帯ぐらいですか、その新し

い農政の柱に、これを軸に推進、軸ですね、まさに、

それ以外は対象にしないというんですから、それの対

象に、面積、あるいは農家数のどのぐらいを包含する

んだということが目標としてないんですか。実際、今、
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東北のみならずこの問題が実は大問題なんです。面積、

農家数の８割から９割が対象から外れるんではないか

ということが言われているんですよ。ですから、私は

どのくらいを対象にするんだということをあえて聞く

わけです。その辺再度ね。同時に、やはり８割、９割

が対象外になる可能性が大ですよ。だとしたならば、

その外れた８割なり９割の農家を、農地を対象にした

農業振興策は必要だろうと。それを久慈市としてどう

構築するかということがなければ、１割や２割の残っ

た農家としても維持できないでしょう。きのう来出て

いる水路の問題、農道の問題にしても、ずたずたにさ

れるわけですから、そういう点でお聞きをしているわ

けです。お答えください。 

○委員長（桑田鉄男君） 中森農林水産部長。 

○農林水産部長（中森健二君） ただいまのご質問に

お答え申し上げます。いずれ今回の制度改正は、個々

の農家が立ち行きできなくなる、いわゆる後継者不足、

担い手不足、そういうふうな観点から、国の政策とし

て取り上げているものでございます。ただいまお話し

のとおり、対象にならない方については集落営農を組

織化して一体となって対象になる制度の活用を図る

と。それから、ある程度の面積を持った方々は認定農

業者何なりになって対応していくというふうなことで

ございますので、今後そういうふうな制度に合うよう

な、要件を満たすような我々は推進策を地元に入って

ご理解をいただきながら推進してまいりたいというこ

とでございますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費、説明を求めます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 78ページの下の方に

なります。７款商工費、１項商工費でありますが、１

目商工総務費は商工総務事務費ほか９件、１億3,925

万8,000円を計上。80ページになります。２目商工業

振興費は12億9,355万7,000円を計上。主な事業といた

しましては、中町一丁目の旧ダイエー跡地等の用地取

得等を行う街なか再生推進事業費５億830万円、県立

久慈病院跡地の用地取得を行う久慈病院跡地整備事業

費２億5,960万円、事業化に向け久慈広域圏にあるバ

イオマス資源を利活用した構想を策定するバイオマス

タウン構想推進事業費39万2,000円、北日本造船株式

会社への企業立地促進事業費補助金２億5,000万円な

どであります。３目観光費は紹介宣伝事業費ほか27件、

１億3,749万9,000円を計上。82ページになります。４

目石油備蓄基地対策費は14万4,000円を計上。５目地

下水族科学館費は4,548万1,000円を計上。商工費は、

合わせて16億1,593万9,000円を計上いたしました。以

上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。小栁委員。 

○小栁正人委員 それでは、81ページの一番上のアン

テナレストラン販売促進事業の補助金ですが、私はち

ょっと余り内容等把握してないもんですから、あれな

んですけれども、ここのところの昨年度までの収支の

内容をお聞かせください。 

 それから次に、街なか再生推進事業関係であります

けれども、土の館、風の館という形で二つの施設を建

設計画でありますが、その市が担当する風の館の方に

奉仕団体とか、まちづくり団体の共同事務所を設置す

るというような話がちまたで流れていまして、もう中

に入る団体まである程度決まったような話を聞いてい

るわけなんですけれども、そのことが本決まりなのか。

それからまた、そのような団体をそこに入れるという

んですか、その施設の中に入っていただくということ

になった経緯と、それから目的、何を目的としてそう

いう団体を入れるように考えられたのかということを

お聞かせください。 

 それから、空き店舗対策チャレンジショップ、これ

はそれなりにこの補助金を活用されて、スタートされ

たところは何件かあったと思いますけれども、中には

看板はそのままですけれども、シャッターがおりたま

まというようなところも二、三見かけますけれども、

今までの実績というんですか、利用状況と、それから

現況をお知らせください。 

 それからあと観光費の関係ですけれども、過般の一

般質問のときに観光アピール切手シート事業を本年度

からやるということで、景勝地をそこの切手の中に盛

り込むということなんですけれども、その景勝地です

ね、今、考えておられる景勝地がありましたら、何点

かお知らせいただきたいと思います。 

 それから83ページの手づくり山車製作補助金、これ

の内訳です。お知らせ願いたいと思います。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） それでは、最初に、

まちづくり団体に対する考え方というご質問にお答え
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したいと思います。現在、中町エリアにおきまして、

風の館、土の館両方合わせまして交流人口によるにぎ

わいづくりということを目的に、両者で久慈商工会議

所、久慈市でそれぞれの建物について内容を検討して

いるところでございますが、風の館の部分でまちづく

り団体の方から、私たちにもそのまちづくり、今回の

風の館の部分についてぜひ参画させていただきたいと

いう要望がございました。それで、今現在、事務局の

方で進めておりますのは、そのまちづくり団体がその

中に参加するに当たりまして、さまざまな団体から今

後も要望等が出る可能性がございますので、どういう

形でその中に参画し、今後まちづくりの活動をしてい

くのかということも含めまして、ルールづくりをして

いただいているところでございます。私たちといたし

ましては、ぜひそのエリアを使って交流人口がふえる

ことを願っておりまして、そういう形でのにぎわいづ

くりに結びつけばなと考えているところでございます。 

 それから、チャレンジショップのご質問でございま

した。現在、チャレンジショップにつきましては、補

助金を出して事業推進しているところでございますが、

平成17年度の実績といたしまして、ストレイロケッツ、

四つ葉のクローバーという事業が二つ新しく出ている

ところでございます。今後につきましても、こういう

形で空き店舗の活用がなされればと考えているところ

でございます。これは補助期間１年間ということで考

えてございまして、予算枠としましては３店舗という

ことで想定し、現在進んでいるものでございます。 

 それから、アピールするための切手を作成するとい

うお話、ご質問でございましたが、現在この内容につ

きましては、山形、あるいは久慈市での観光地等を内

外に発信できるような形で切手をぜひ久慈市民はもち

ろんですが、外の方々にも活用していただいて、観光

のＰＲにつなげていければと考えているものでござい

ます。 

 それから、手づくり山車のご質問がございました。

現在18年度予算で想定しておりますのは、これまでつ

くられておりました備前組、め組、に組に対する補助

金と、18年度新たに制作をしたいということで申し出

が出ております組に対しましての補助金300万円を合

わせて、今回予算計上をお願いしているものでござい

ます。 

 それから、切手の内容にもう一度戻らせていただき

ますが、景勝地等の予定はというお話でございました

が、例えば山形の白樺、それから久慈市で言いますと

海を中心としたもの、琥珀、さまざま観光ＰＲとして

これまで使用してきたものがございますが、それらを

今後、具体的に検討していくことになりますけれども、

そういうものを活用してＰＲしていきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） アンテ

ナレストランの収支についてお知らせ願いたいと、こ

ういうことでございますが、17年度の部分が今、手元

にございますので、お知らせを申し上げたいと思いま

す。営業収入でございますが、1,460万ほどになって

ございます。それから、経費でございますが、2,134

万ほどになっております。したがいまして、現段階に

おきましては670万ほどの赤字になっていると、こう

いうことでございますし、ただ、ここにつきまして岩

泉町、それから久慈市で250万ずつの補助をしてござ

いますので、実際的な赤字の部分につきましては120

万というふうな状況でございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小栁委員。 

○小栁正人委員 わかりました。風の館の奉仕団体、

まちづくり団体の関係ですけれども、ということはあ

れですね、これから限られたスペースなわけですから

何団体になるかわからないということは、その一つの

団体が利用できるスペースというのは、ひょっとした

ら今の時点でいろいろちまたで流れている話よりも大

分小さくなったりとかする可能性がやはりあるわけで

すか、そこをお聞かせ願いたい。 

 それから、空き店舗の方、２事業スタートは、それ

はわかりますけれども、今までに幾つくらいスタート

された中で、１年間補助を受けたけれども、もうやめ

たとかというのは幾つぐらいあるものか。費用対効果

のことを考えた場合、そういう数字ちょっと明確にお

知らせ願いたいと思います。とりあえず。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 風の館のまちづくり

団体のスペースでございますが、当初お話がございま

したのは５団体ほどでございました。１団体ごとのス

ペースというのは、なかなか全体のエリアの中で不可

能でございますので、その限られたスペースの中でお

互いが活用できるような方策を考えていただきたいと
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いうことで、まちづくり団体の方々に今、検討してい

ただいているという状況でございます。 

 それから、チャレンジショップでございますが、今、

手元に数字を持ち合わせておりませんが、たしか六、

七店舗出てまいりまして、途中１店舗が撤退しており

ますけれども、平成17年度につきましては、２店舗さ

らに加わったという状況でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） この際、昼食のため休憩い

たします。再開は午後１時15分といたします。 

午後０時05分   休憩 

──────────────────── 

午後１時15分   再開 

○委員長（桑田鉄男君） 休憩前に引き続き委員会を

開きます。歳出、７款商工費の質疑を継続します。 

 委員各位にお願いいたします。質問の際は要点をま

とめ、簡潔に願います。また、当局におかれましても、

質問をしっかりととらえ、簡潔に答弁をお願いいたし

ます。 

 この際、休憩前の小栁委員の質問に対する空き店舗

に関する答弁を求めます。久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） それでは、空き店舗

対策チャレンジショップにかかわります店舗数、現在

の状況についてお答え申し上げます。先ほどの答弁の

中で、これまで６店舗ということでチャレンジショッ

プの数を申し上げましたが、５店舗に訂正させていた

だきたいと思います。この中で１店はパソコンでの経

営ノウハウを構築いたしまして、独自で経営を続けて

おりますし、またもう１店につきましては、アクセサ

リーショップでございますが、他の場所での経営を続

けております。商店会の空き店舗を活用しましてチャ

レンジショップ支援を行ってまいりましたけれども、

その方々が継続しての店舗展開につながればと考えて

いるところであり、実験的なチャレンジが本格的な経

営につながるよう支援してまいりたいと思います。以

上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小栁委員。 

○小栁正人委員 それで、街なか再生関係であります

が、今回まちづくり３法が見直されまして、新しい中

心市街地活性化法のもとに中心市街地活性化基本計画

というのを策定するということになりましたよね。そ

こで、これは中心市街地活性化協議会がつくるんじゃ

なくて、市で最終的にはつくるわけですね。そこで、

平成12年３月に、前回というんですか、現在のができ

たわけですけれども、その中に一番大きい施策として、

私たちがかなり期待していました施策の中に、川崎町

と駅前とを平面交差する計画が入っているわけです。

これに関しましては、過去に多くの議員さんたちから

何とかそういうふうに平面交差できないものかという

ような質問等がありましたけれども、いまだできずと

いうか、最近はちょっと無理ではないかというような

風潮になっておりますが、次につくる基本計画の中に

はそのようなものというか、それ自体、現時点で基本

計画に入れられる考えがあるや否やお答え願いたいと

思います。 

 それからもう一つは、今回の改正中心市街地活性化

法では、公共施設等に対する支援がかなり以前よりも

多くなるような文言として私はとらえているんですけ

れども、例えば今回、病院跡地等を購入されるわけで

ありますが、あそこは以前から巽山公園と一体的な形

での開発ということで、何となくイメージとして公園

というイメージが常についているわけでありますが、

私は以前から申しますように、市街地のにぎわい創出

のためには、例えば図書館を移転して設置するとかと

いうような考えもあるのではないかと思いますけれど

も、そのことに対する考えをお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 平面交差についてと図書館の

建てかえの提言についてお答えいたします。平面交差

につきましては、確かに平成12年の計画において位置

づけられているわけでありますが、しかし、これは例

えばＪＲ、あるいは三陸鉄道等々との協議といったも

のが前提になければならないと、このように認識をい

たしております。したがって、平成12年の計画がそう

いった了解をお互いに得た上での計画であったのかと

いうと、必ずしもそこまで詰めたものではないという

ふうに認識をいたしております。私、旧久慈市長に就

任後、このことについてご提言等を前提にいろいろＪ

Ｒ、あるいは三陸鉄道等と内々でありますけれども、

いろいろと事情をお聞きした経緯があります。その結

果でありますけれども、相当に難しいということであ

ります。これを平面交差ではなくてオーバーパス、立

体交差にするとなれば、これは市の単独費でもって相

当に出して整備をしなければならないと、こういった

財政的なことから立体交差は難しい。しからば平面交
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差はどうかといった際には、ＪＲサイドからはなかな

か理解を得られる状況にないというふうに判断をいた

しているところでございます。したがって、今後この

街なか再生にかかわらず都市のあり方といったことに

ついて、いわば旧中心市街地と川崎町側との交通をど

うするかということについて、抜本的な考え方をまと

めていかなければならないものという認識をいたして

おります。 

 それから、旧県立久慈病院跡地の活用についてであ

りますけれども、当面、憩いの空間として整備をして

いこうということであります。その後に例えば図書館

等、何らかの施設を張りつけるといった際には、これ

は教育委員会サイドともよく協議をしながら進めてい

かなければならないものと、このように考えておりま

す。ただ、私個人の考え方でありますけれども、やは

り文教的な施設、そういったものが配置されていくこ

とが望ましいのだろうと、現時点では思っているとこ

ろであります。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 それでは、商工費にかかわって何点

かお伺いいたしますが、最初に先ほども県境を超えた

広域振興ということで、農業にかかわっての質問があ

ったわけでございますが、私は商業と言いますか、商

業振興にかかわった立場から市長にご質問したいと思

いますが、６月17日、あるいはきょうの新聞等々でそ

の内容の流れが大体わかったわけでございますが、い

わゆる久慈市、二戸市、八戸市と県境を超えた広域振

興を図るということでございますが、私もこれは非常

にいい政策だなと思っているわけでございますが、い

わゆるよく言われていますこの地域における情報の共

有化によって、いろいろな振興が図られるのではない

かなと思っているわけでございますが、実はこれは民

間団体にもちょっとした動きが以前からあったわけで

ございますが、その一つといたしましては、青年会議

所や青年会議所のＯＢ、いわゆる若手経済人が中心と

なって10年ぐらい前から久慈市、二戸市、八戸市、十

和田市、三沢市、鹿角市の青年会議所のメンバー等が

中心になって、いわゆる物産の交流や観光の交流等を

進めてきたわけでございますけれども、やはり民間の

交流には一定の限度があるというようなことをお聞き

しておったわけでございますが、今回たまたま県境と

いいますか、行政の枠を超えてこのような大きな取り

組みになっていることは、非常にいいことだなと思っ

ておるわけでございますが、そこで市長にお伺いしま

すが、ただいまも申し上げましたけれども、二つの新

聞によって流れは大体承知をいたしましたけれども、

実際これに臨む市長の考え方というか、姿勢について

お伺いいたしたいと思います。 

 それから、２点目は、中心市街地活性化にかかわっ

てでございますけれども、一般質問の中の関連でもい

ろいろ質問しましたけれども、時間の関係で十分に質

問できない部分があったわけでございますので、ここ

で再度質問したいと思いますが、その１番目といたし

ましては、今回の改正まちづくり３法の中で、市町村

において新たに中心市街地活性化基本計画を策定する

ということが義務づけられたわけでございますが、そ

の基本計画の策定に当たりましては、中心市街地活性

化協議会というのをあわせて設置するということが条

件なわけでございますが、私はこのように従来に増し

て市町村の役割が大きく求められてきている中におい

て、これまでの対応では実現が非常に難しくなってき

ているのではないかなと思うわけでございますが、当

然なわけでございますけれども、この事業を強力に推

進するためには庁内といいますか、そこに関係者とい

いますか、そういうのを含めた、いわゆるプロジェク

トチームといいますか、推進本部のようなものを設置

することが必要ではないかなと思いますので、その推

進本部の体制づくりについてお伺いいたします。 

 あわせて、新しい基本計画の中にも当然この街なか

再生核施設の推進というのが大きな柱になるわけでご

ざいますが、これを推進するに当たりましても、やは

り協議会の設置、あるいは基本計画の策定に早く取り

組まなければ非常におくれるのではないかという心配

を持っているわけでございますが、そこでこの基本計

画の策定の取りかかりといいますか、それからその協

議会の設置の見通しといいますか、予定についてお伺

いいたします。 

 中心市街地の活性化の２番目でございますけれども、

中心市街地の活性化にかかわってということで、都市

計画についてお伺いいたしたいと思います。今回のま

ちづくりの改正の都市計画の大きなポイントは、いわ

ゆる中心市街地活性化法プラスといいますか、イコー

ル都市計画法であるわけでございますが、これはいわ

ゆる申すまでもなく都市の再生をするために新たに用
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途地域を設け、いわゆるよく言われておりますコンパ

クトシティづくりが挙げられておるわけであります

が、この都市計画を完全に実施するまでには、約１年

６カ月の期間があると言われているわけでございます

が、私が心配するのは、この間にいわゆる駆け込み出

店や開発が十分予想されるのではないかということで

ございます。当市においても全くないというわけでは

ないわけでございますが、ご案内のとおり久慈ショッ

ピングセンターに、いわゆるコナカという大型店が出

店したわけでございますが、その他いろいろちまたで

は言われておるわけでございますけれども、ただ、ち

またのうわさに惑わされてはいけないのではないかと

いう意見があるかもしれませんけれども、これが実現

するということになれば大変なことになると思います

ので、そこでできるだけ早目に指定する用途地域の見

直しを行うべきだと思いますが、その見直しの時期と

いいますか、考えについてお伺いいたしたいと思いま

す。 

  商工にかかわっての３点目でございますけれども、

これは新聞に報道されておりましたけれども、いわゆ

る久慈地域売れる商品づくり懇談会・商談会が14日に

久慈市内で開催されたということでございますが、久

慈地域の食品業者や加工業者の約20団体が水産加工品

や菓子類などの自社の製品を持ち寄り、ビジネスの拡

大を探った。また県の創造アドバイザーである中野勝

釋さんという方がいろいろ指導したというような記事

が掲載されているわけでございますが、私はこれは非

常に大切な事業ではないかなと思っているわけでござ

いますが、よく言われておりますように、地場産品の

開発などを行っても、いわゆる売るのが大変だとか、

流通に乗せるのが大変だということが言われているわ

けでございますが、また市長がよく言っています未利

用資源の開発等につきましても、やはりそれらを推進

するためにもこの事業が非常に大切であると思います

ので、この事業についての市の今後の取り組みの考え

方についてお伺いいたします。以上３点お願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 私からは、この３圏域連携懇

談会につきまして、他の課題につきましては、工藤助

役、あるいは部長等から答弁させますのでお願いいた

します。この懇談会設置の経緯について、まずお話を

させていただきます。旧久慈市長に就任以前から私自

身は、この久慈地域、八戸地域の連携、とても重要な

ものがあるというふうに認識をいたしておりました。

したがいまして、旧久慈市長就任以降、八戸市長、当

時は中村市長さんでありますが、その旨お伝えを申し

上げて、基本的にはご理解をいただいておったところ

でありますけれども、具体の構想までは至らなかった

ところでございます。したがいまして、その後小林市

長さんが就任をされたわけでありますが、就任の直後

に表敬訪問をした際に、同様の趣旨、すなわち連携を

深めてまいりませんかということの申し入れをさせて

いただきました。このことについて、小林市長さんは、

より積極的に対応してまいりましょうと、こういった

お考えをその場で示していただいたところでございま

す。その後、東北市長会、あるいは全国市長会等出席

した際に、小林市長さんにもお会いするわけでありま

すが、その際に懇談会設置に向けての具体的な意見交

換をし、今回に至ったものでございます。 

 そしてその内容については、先ほど一部申し上げた

ところでありますが、３圏域間の連携協力による経済

活性化対策の検討、それから広域観光開発の検討、さ

らにまた、災害時の防災協力体制等について検討でき

ないか等々についてテーマをお互いに出し合って、一

つ一つ詰めてまいりたいと、このように思っておりま

す。そしてその際に、当然に行政の連携もさることな

がら、先ほどご指摘のあった民間の連携部分も積極的

に活動を促してまいらなければならないものだという

ふうにも思っております。これまで民間が築いてきた

連携の動きを促進できるような形でもって行政も連携

をしてまいりたいというのが趣旨でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 私の方からは、中心市街地活

性化に向けた官民の推進体制づくりと基本計画の策定

に向けた中心市街地活性化協議会の策定の見通しにつ

いて答弁させていただきます。委員からお話のありま

したとおり、まちづくり３法の改正に伴いまして、中

心市街地活性化推進計画というものを策定する必要が

出ました。これは確かに行政、具体的には市がつくる

計画ではございますが、私どもはあくまでも中心市街

地の活性化につきましては、民間の方々、特に地域の

商店街の方々の主体的な取り組み、こういったものを

基本としてつくりたいというふうに考えておるところ

でございます。そして、そのために街なか再生に向け
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た核施設の整備という問題もございますので、関係い

たしますＴＭＯ機関であります商工会議所、そして物

産館、土の館の推進母体であります「街の駅・久慈」、

そして市役所、この三者が一体となって、核施設の整

備、そして中心市街地の面的な活性化、これをともに

考えていく必要があるのではないかということ。それ

と施設の整備が具体的には来年度から着手しなければ

ならないというふうな状況、こういったものを踏まえ

まして、官民の役割分担に基づく連携、これをベース

といたしまして、迅速なスピード感のある対応をする

ために、６月16日、先週の金曜日でございますが、久

慈街なか再生推進本部という組織を、先ほど申し上げ

ました三者で立ち上げまして、具体的には今週の末あ

たりから合同で事務局を市役所内に設置いたしまして、

一体となって取り組んでいきたいというふうに考えて

おるところでございます。これと、庁内の方にこれは

まだ設置しておりませんが、同じく関係部局から成る

プロジェクトチームなるものを発足させまして、こち

らの方が部局横断的な中心市街地活性化計画の方の取

りまとめも行うというふうな形で進めたいというふう

に考えています。 

 また、中心市街地活性化推進協議会でございますが、

これにつきましては、中心市街地活性化法が改正にな

りまして、まだその基本方針というものが９月ごろに

明らかになるというふうにされておりますが、それを

待ってからつくるというのでは非常に遅いと、スピー

ド感がないということでございますので、ある程度ど

ういった組織が必要になるのかというふうな情報を収

集しながら、迅速にいずれ９月ごろまでには、基本方

針が出たころには市の、これは民間から成る中心市街

地活性化推進協議会でございますが、これも立ち上げ

ていきたいというふうに考えておるところでございま

す。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小上都市計画課長。 

○都市計画課長（小上一治君） まちづくり３法に伴

って都市計画法の改正、用途の見直しを早急にという

ことでございますけれども、まず今回の改正の大きな

点でございますけれども、今回都市計画法では大規模

集客施設、これに伴ってこれは１万平方メートルとい

うふうなかなり大きな施設を指してございます。この

施設は、現在当市のショッピングモール、ここにサン

デー久慈長内店がございます。これの面積が約4,300

平方メートルでございます。これの倍近くのものが建

設される場合において、改正していくと、建てられな

いと。準工業その他であっては６用途から３用途に変

更になりまして、近隣商業、商業、準工業、この３地

区においてしか建てられないというふうな改定でござ

います。 

 それで、先ほど早急にということでお話ありました

が、いずれ中心市街地活性化法の計画が今後作成され

るわけですので、それに伴って都市計画の特別用途と

して今後検討していかなければならないと。これはそ

の事業に合わせて対応してまいりたい、このように考

えてございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商業観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 先ほど売れる商品づ

くりのお話がございました。これは久慈地方振興局が

事務局となって進めておりますが、地場産業推進とい

うことで、久慈の特産品開発ということで、今、進め

ている部分かと思います。さらに、久慈商工会議所に

おきましては、今年度、地域活性化調整費等を使いま

して、オリジナル商品の開発も予定しているところで

あります。また、市内には商品開発をするグループ等

もございますので、それらと協調しながら進めてまい

りたいと考えております。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 播磨委員。 

○播磨忠一委員 中心市街地活性化の取り組みにつき

ましては、助役の方から非常に積極的な強力な取り組

みをするということの答弁をいただいて、非常に安心

しているわけでございますが、そこで、都市計画の改

正について再度お伺いしますけれども、確かに課長が

答弁したとおり、国の定めは１万平方メートル以上の

ものについてということになっておりますけれども、

各地方の都市においては、これでは余りにも広過ぎる、

大き過ぎて街なか再生に適さないということで、それ

ぞれの自治体で、いわゆる権限を持つ自治体で、例え

ば5,000平方メートルにするとか、あるいは6,000平方

メートルにするとかというような規制、用途の見直し

について取り組みがなされているわけでございますが、

その先進的なのが、福島県等でやっているわけでござ

いますし、また盛岡でもそれに取り組むというふうな

ことが報道されているわけでございますが、やはり私

は当市においても、当然１万平方メートルのようなの

はこれから設置されるとか、出店されるということは
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絶対ないと言えませんけれども、非常に難しいわけで

ございますが、そうではなくて、やはり3,000とか

5,000、6,000であるものであっても、やはり郊外に出

店されるということが、今、中心商店街活性化を進め

ている中で非常に大変になるということで、早目に見

直しをしていただきたいということでご質問をしてい

るわけでございますので、再度そのお考えについてお

伺いいたしたいと思います。 

 それからもう１点、観光についてお伺いしますが、

昨年、冬のイベントとして三陸くじ冬の市が開催され

たわけでございますが、この事業が久慈の冬の観光客

の誘客に非常に役に立つということで、私も非常にい

い事業だなと思って見ておったわけでございますが、

１回目としては、それなりに成功したのではないかな

と思っているわけでございますが、ただ私が見て感じ

たことは、イベント等についてももちろん創意工夫が

必要なわけでございますが、私がもっと強く感じたの

は、市日組合、あるいは商店街等とも連携をしてやっ

た事業だと思いますけれども、その連携はいまいちう

まくいかなかったのではないかなという感じを持って

いるわけでございます。これは特に商店街においてで

ございますが、私は商店街の方々にもむしろ責任が、

責任があるという言い方は変ですけれども、せっかく

いろいろのイベント等を市とかが実施しているのに、

表現法が適切かどうかわからないけれども、８時から

９時の間にやっているのを10時ごろにシャッターをあ

けて、「お客さんが来ない」というような言い方は、

これは非常にけしからんなと思っているわけですが、

そういう言い方ばかりもしていられないわけでござい

ますが、今後これらの連携の取り組みをさらに強化す

ると、さらにいいイベントになるのではないかと思っ

ておりますので、その辺の考え方についてお伺いいた

します。 

○委員長（桑田鉄男君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 都市計画に関連いたしまして、

１万平方メートル以上の出店規制に関しましては、私

の方から答弁させていただきたいと思います。新しい

中心市街地活性化法の中では、基本計画を承認受ける

際の一つの要件といたしまして、準工地域につきまし

て、１万平方メートル以上の出店規制というふうなこ

とが条件として書かれてございます。実際には先ほど

答弁がありましたとおり、サンデーで4,300平方メー

トルぐらいということだということでございます。地

域地域の実情に応じた規制の仕方というものは多分あ

るんだろうと思いますし、先ほど委員からお話のあり

ました福島県の規制の話なども踏まえまして、今後中

心市街地活性化協議会ですか、民間の方々の意見もお

伺いしながら、検討していきたいというふうに考えて

おりますので、ご了承をお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 昨年度、初めて実施

いたしました冬の市のことでございますが、当初事業

を始めた１回目のところでございますが、なかなか市

日組合、商店会との連携がとれないということで、急

遽関係者が集まりまして市日組合との連携の仕方、商

店会の連携の仕方として、それぞれ市日組合の方にも

足を運ぶように、お互いが商品券で結ぶことを考えま

した。冬の市に参加した者が市日組合の方に行ってそ

の券で買い物ができるとか、あと商店会の方からもそ

の商品券を出していただきまして、商品として参加者

に差し上げまして、それを持って、直接個人が持って

その商店に行き商品と交換する、あるいは金券ですの

で、お金を足してほかのものを購入していただくとい

うことで、わずかではございますが、そういう連携を

とるように進めたところでございます。今、ございま

したとおり、さらに連携を深めるように今年度研究し

てまいりたいというふうに思います。以上でございま

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 何点か質問いたしますが、まず街な

か再生推進事業でありますが、先ほども助役の方から

も官民一体となって素早い対応をしていきたいと、こ

のようなことでありましたが、基本計画策定後、市長

名で内閣総理大臣の認定を受けなければならないと、

こういうことになるわけですが、それによって優先的

な支援が受けられると、このようになるかと思ってお

ります。そこでその認定の目標の期限についてお伺い

したいと思います。 

 もう一つは、この核施設の関係の用地買収ですが、

あそこの用地の取得の単価を教えていただきたいと思

います。 

 次に、旧久慈病院跡地の関係で整備計画にかかわっ

てでありますが、一般質問でも取り上げたところであ

りますが、全員協議会を開いたらどうだというような
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ことでの話をしたら、いや、平成11年にも開いている

ので説明することはしないというようなことでありま

したが、その当時どういうことを全員協議会で説明な

さったか、主な内容等をわかればお伺いしたいと思い

ます。 

 また、今年３月、県と２億5,960万円で合意したと、

このようなことが新聞等でも報道されておりますが、

この金額に合意に至るまでの交渉の経過等について、

できれば金額等を含めての具体的説明をお伺いしたい

と思います。 

 ３点目ですが、観光振興についてでありますが、県

立自然公園の久慈渓流でありますが、旧山形村と旧久

慈市にまたがった地域だったわけですが、今回合併に

よりまして観光地としては整備がしやすくなったなと、

こういう状況かと思っております。そこで、久慈渓流

には10何カ所以上も名勝があるわけでありますが、こ

の名勝案内板が見当たらないなというような気がして

おります。そこで、この案内板等を含めた今後の観光

地としての久慈渓流の振興策についてお伺いします。

以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは、基本計画

の策定の時期についてお答えを申し上げたいと思いま

す。この策定につきましては、年内に策定をして国に

申請をしたいと、こういうふうに考えているものでご

ざいます。 

 それから、観光整備の関係でございますが、久慈渓

流の景勝地の案内板、確かに不足している状況でござ

います。合併に伴いましてポケットパーク整備事業と

いうふうなことでの計画があるわけでございますので、

この中で検討してまいりたいと、このように考えてい

るところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） それでは、街なか再

生に係る用地の単価というご質問でございました。こ

れにつきましては、ダイエー跡地、それからご存じの

とおり盛岡いすゞさん、金子デーゼルさんの場所がご

ざいます。大きく３カ所に分かれておりますが、それ

ぞれ単価が異なっておりまして、ダイエー跡地５万

5,200円ほど、それから盛岡いすゞさんの建っている

スペースでございますが、８万300円、それから金子

デーゼルさんの一帯の土地でございますが、７万

9,600円の坪単価となってございます。失礼しました。

平方メートルでございます。 

 それから、病院跡地のご質問でございます。これま

での経過についてご説明申し上げます。10年３月に久

慈病院が移転いたしまして、11年３月、医療局との間

で覚書を取り交わしておりますが、この中では14年３

月までを目途に、「買い受けいたします」ということ

で覚書を取り交わしておりますが、価格等の協議が調

いませんで、そのまま経過してまいりました。その後、

16年１月になりまして覚書をもう一度更新し、取り交

わしておりますけれども、医療局さんの方から当初買

い受けたときの金額を下限にしてほしいという要望が

ございまして、そこはお互いに合意し、これまで協議

を進めてきたところでございます。それで、17年に入

りまして、お互いによりどころをということで不動産

鑑定を求めまして、その金額の中で協議を進めてきた

ところでございますが、最終的に先ほど委員さんおっ

しゃいました２億5,960万ということでお互いの協議

が調ったという経過でございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） これまで議会等では、

さまざまこのような形で病院跡地につきましてご説明

しておりますが、全体の中でご説明したという経過は

ございません。ただ、こういう議場の場でさまざまな

ご説明をしてきているという経過でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 大変失礼いたしまし

た。事務レベルでの確認で今、ご答弁申し上げました。

その内容については、議会の方も確認いたしまして、

ご答弁申し上げたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 ありがとうございました。まず観光

の方ですが、私は看板に限ったことじゃなく、重要な

観光地になり得るわけですから、その辺の振興策をひ

とつもう一回再度、全体的な久慈渓流の観光振興につ

いてお伺いしたいと思います。 

 そうしますと、県との交渉で最低限は県で買った価

格１億9,000万ぐらいですか、という価格から始まっ

たということになると、大分差が開いてきております

が、実は市では、いやもうちょっと幾らか高いぐらい

で、あるいは県では、いや３億ぐらいでという話にな

っての合意に至ったのかどうかというのを確認したか
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ったわけですが、その辺をもう一度お伺いしたいと思

います。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 観光に関しましてで

ございますが、先ほど部長の方からもご答弁申し上げ

ておりますが、渓流沿いはさまざまな観光として活用

できる場所、あるいは走りながら景観を楽しめる場所

等々さまざまございます。それらを関係機関と具体的

に相談してまいりたいと感じております。 

 それから、先ほどの久慈病院の関係でございますが、

市として提示いたしました金額でございますが、これ

は不動産鑑定に基づきまして２億5,900万ということ

で提示したものでございます。その上の提示が、さら

に上の提示が医療局からございましたが、協議の中で

２億5,960万ということで協議が調ったということで

ございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 どうももうちょっと頑張ってくれれ

ば1,000万、2,000万あるいは下がったのではないかと、

そうすることによって、あるいはあそこの公園整備な

り、市長の言う文教施設の整備等にも回すによかった

かなという非常に残念な思いでありますが、今後のこ

とでありますが、ひとつ県との交渉については強気で

攻めてほしいなということをお願いしたいと思います

が、ところで、その用地の取得のもう一回あれですが、

宅地分の平米単価をお願いしたいというのと、現在、

水道事業所等が入っている施設があるわけですが、あ

れは将来どうなっていくのかというのをお伺いしたい

と思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 残余の問題につきましては、

課長等から答弁させますが、県との交渉に当たって強

気でいけということであります。強気でいったところ

であります。なおかつ、これはやはりお互いに積算し

ていったその数字をお互いに示しています。先ほど課

長から答弁があったとおり、久慈市からの提示は２億

5,900万、それに若干の60万程度の違いがあったとい

うことでありますが、これはさまざま補正係数等があ

るために、許容の範囲内であるということでご理解を

お願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 久慈病院跡地の平米

単価でございますが、逆算いたしますと１万6,100円

ということでございます。平米でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 分庁舎の建物の今後につい

て、答弁。山内市長。 

○市長（山内隆文君） 分庁舎の今後の活用について

は、ただいま解体するかしないかも含めて検討中でご

ざいます。 

○委員長（桑田鉄男君） 大上委員。 

○大上精一委員 たびたびありがとうございます。市

長さんと行政の考え方をお伺いしたいんでありますが、

旧山形村時代にも私、叫んでまいりましたが、我が地

域の来内小学校の後ろに小さなダムがございます。県

でつくっていただいたダムなんでございますが、そこ

を何とか観光地的な整備をしたいということ、あるい

は湖面利用をしたいということで一生懸命叫んではき

たわけでありますが、この湖面利用についてはなかな

か許可が難しいということ等から、地域の皆さんもな

かなか積極的に動きかねてきたわけであります。あと、

これができるのかどうかこれからのお話をお伺いする

わけでありますが、それと周囲３キロ程度だと思うん

ですが、ここに地域で将来の観光地にしようというこ

とで桜を植えて、現在一升瓶ぐらいの太さになって、

花もわんさと咲くようになってきたわけであります。

我が地域としては、平庭高原のふもとのダムでもある

し、山形村には公園的なところも目立った大きなもの

は何もないということ等を考えて、ここを何とかした

いということで、管理は今、九戸村さんになっている

わけであります。私、村長さんとも何回となくお会い

をして、先日わざわざをおいでをいただいて、大上さ

んに任せますというお話を承って、自治会長さんにも

その旨をお話しし、地域で班長さん方にも集まってい

ただいてお話し合いをしていただいたわけであります。

ただ、お任せはしていただいたにしても、何しろ桜の

木の枝がわんさと張るようになってきたわけでありま

すが、雑木も当たり前に伸びたわけでありますので、

枝ぷりを押される格好でなかなかまずいなということ

から、木を伐採しましょうということになったら、今、

ご承知のように木の値が非常に下がっているんで、何

人かの業者の方に自治会長さんもお願いしたようであ

りますが、とても合わないと。かといって自分たちで

切るということになると、これはコミュニティ事業ぐ

らいの予算ではどうにもならない。しからばボランテ
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ィアだということになってもなかなからちが明かない

と。これを何とか、もったいないダムでありますので、

これからの平庭のふもとの来内のダムということの活

用をひとつ考えた場合に、何とか行政の方のお力がい

ただけないものかということでございます。よろしく

お願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） お尋ねのダムというのは、瀬

月内ダムのことだろうと思いますが、ダム湖活用につ

きましては、各地域でさまざまな取り組みが行われて

います。例えば田瀬湖、あるいは御所湖等々でさまざ

まな取り組みが行われておりますが、当久慈管内では

滝ダムの活用について取り組みが今、行われているこ

とはご承知のことであります。これはやませデザイン

会議が社会実験という形でもって、ダム湖を活用した

事業を行っております。この社会実験が認められると

いった背景には、これまで例えば滝ダム環境美化協会、

正式名称、多分これで間違いなかったと思いますが、

あるいは長内川川の会、こういった方々、民間の取り

組みというものが以前から行われておりまして、そう

いった民間の取り組み、ボランティア活動が土台にな

ってダム湖活用の社会実験にまでつながっていったと

いう経緯があると、私、承知しております。したがい

まして、この瀬月内ダムにつきましても、やはり地域

住民の方々の取り組み、あるいは地域おこし、地域お

こしというのは広い意味での地域おこしでありますが、

そういった方々の活動といったものを誘導していく必

要があるのだろうと、このように思っております。そ

ういった中で、このすぐれた景観、あるいは空間を生

かした活動につなげていくことが必要だろうと。ただ、

この際、行政が主導してやっていきますと、先ほどの

ご指摘ではないのでありますが、長続きしていかない

と、こういった側面もあろうかと思います。どういっ

た連携が行政とそういった民間の活動と可能なのかど

うか、今後十分検討していく必要があると、このよう

に考えております。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 ２点お伺いします。83ページ、一つ

はふるさと体験学習協会補助金にかかわって、この協

会はどういう活動をしている団体なのかをお伺いした

い。 

 ２点目は、その二つ下にある平庭高原施設事業につ

いての記載があるわけですが、これについてはいろい

ろな議論がもうたくさん行われてきましたけれども、

今まで出なかったなと思うのでお伺いいたしますが、

市内の小・中学生の体験学習とか、あるいは総合学習

等の受け入れについてはどのようにお考えになってい

るのか。以上であります。 

○委員長（桑田鉄男君） 小渡交流促進担当課長。 

○総務企画部付課長（小渡正利君） ふるさと体験学

習協会の活動内容についてお答えをいたします。これ

は教育旅行に関係しまして、協会員がプログラム等の

充実、それから開発に関しましていろいろな研修を行

っていくというような、そういう場合の研修を助成し

ようとするものでございます。また、教育旅行等の誘

致に際しまして、業者、あるいは学校等の下見、ある

いは研修等に来た場合のプログラムの実施、実演、説

明等を行いながら、そういう懇談、その他、地域の指

導者等によってそのように対応している事業、その団

体に対する補助でございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 岩井産業建設課長。 

○山形総合支所産業建設課長（岩井照雄君） 平庭高

原施設特別会計の繰出金についてということでござい

ますが、これにつきましては、これまでは平庭高原施

設そのものの運営に対して繰り出しをしておったわけ

でございますが、今年度からはスキー場の部分につい

ての繰り出しということになります。したがいまして、

索道部分への繰り出しと、こういうことでございます。

以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 私がお伺いしたかったのは、平庭高

原施設事業にかかわって教育旅行の受け入れについて

は、もうたくさんの人から議論のあったところですが、

市内の小・中学校の総合学習、あるいは体験学習等の

受け入れについてはどのようにお考えになっているの

かお伺いしたいと、そういう質問でございます。簡単

にお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） ただいまご質問

ございました小・中学校の授業等におけるスキー等の

関係でございますが、これにつきましては、今回、予

算の中でお願いしております小中学校スキー普及事業

補助金というのがございまして、それを活用いたしま

して、市内の小・中学生が学校教育または個人でとい
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うような状況の中で活用できるようなものにしていき

たいというふうに考えております。 

○委員長（桑田鉄男君） 二橋委員。 

○二橋修委員 今、次長の方から大体質問しようとし

た答えが出たんですが、83ページに今、おっしゃいま

した小中学校スキー普及事業補助金の338万3,000円に

ついて質問いたします。今回、合併いたしまして、平

庭高原、また平庭高原スキー場も市の大きな財産にな

ったわけであります。スキー場を持っている市として、

冬期間のスポーツの場の提供、またスキー場の拡大、

スキー人口の拡大、またスキー場の有効活用のために

少しでも力を入れていってもらいたいと思います。今、

この中身について協議ということなんですが、3,383

万円の金額を提示してございますので、もう少し詳し

い中身とこの使用方法について詳しくご説明をいただ

きたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） 金額は3,000で

なくて338万3,000円でございます。従来この事業につ

きましては、旧村内の小・中学生を補助対象といたし

まして、その皆さんにシーズン券をお配りしていたと

いうことでございますが、数的には二百四、五十人の

ところでということで来たわけでございますが、今回、

旧久慈市との合併によりまして、小・中学生等の数が

4,000人ほどになるということから、同じような事業

はまずできないであろうということで、この予算の中

でこれから関係機関・団体等と協議をしながら、スキ

ー場をより多くの方に利用していただく。そして、利

用した方がこれを活用できるような状況を検討してい

きたいというふうに、早急に進めてまいりたいと思っ

ています。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 二橋委員。 

○二橋修委員 ありがとうございました。先ほどの数

字は希望金額を言いまして、訂正していただきたいと

思います。 

 これまで山形でやってきて小・中学生に配布してい

たシーズン券の配布ですが、この前関連質問の中で教

育委員会にも、こういう事業をやって私はすごくいい

結果が出ていると、教育委員会の方もご利用いかがで

すかというような形で問いかけたんですが、今回はこ

の部分はなくなるということで、非常にいい効果のあ

った事業なんですが、今後この中身については検討し

ていくということですが、よりよい活用方法、活用し

ていただきたいと思います。 

 それで、小・中学校とはちょっと違うんですが、こ

れまでいろいろな団体、いろいろな皆さんがスキー普

及のため、またスキーを生涯スポーツとしてとらえて

基礎スキーの技術指導なり、スキーツアーの企画、各

種大会等の開催などをボランティア的に事業を行って

きたわけであります。その中には、ご存じのとおり岩

手県のチャンピオンや全国の強化指定選手、また国体

選手やインターハイの選手など育ててきました。いわ

ゆる競技スキーと言われている部分の指導の方も随分

頑張っていただいております。これからあわせて、こ

のスキー普及のためにこういう陰でいろいろな部分を

支えてくれている団体やスクールでもそうなんですが、

そういう団体の皆さんに行政としてどのように応援し

ていくのか、支援していくのかをお聞かせいただきた

いと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田口山形総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） 山形に行きまし

て、日も浅いものですから、正直言いましてその団体

の皆さんがどれだけどのような要望を持っているかと

いうことについては、今、課長の方にも確認したんで

すが、十分把握はされている状況ではございません。

これにつきましては、いずれ三陸沿岸唯一のスキー場

でもございます。そして、久慈市の大きなスポーツ・

レクリエーションの場にもなっておりますので、それ

らの部分の中で普及を図る、利用を拡大するという観

点の中において、どのような支援が必要かということ

についても改めて検討してみたいと思っております。

ご了解願います。 

○委員長（桑田鉄男君） 下斗米委員。 

○下斗米一男委員 私は手づくり山車の件でお伺いし

ます。今年度予算の説明をお聞きいたしました。それ

で、いわゆる今年の秋まつり開催はどのように進んで

おるんでしょうか。というのは、昨年事故があった関

係でいろいろな憶測が飛んでおるわけなんで、山車の

運行等も含めて説明をお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 秋まつりの山車に関

しましてご答弁申し上げます。ただいま質問の中でご

ざいましたとおり、18年２月、今年２月ですが、久慈

警察署の方から、八戸から久慈に牽引してくることに
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関しまして、警察としては許可できないというお話が

２月段階でございました。私どもとしましては、岩手

陸運支局、あるいは八戸市の状況等を調査いたしまし

た。警察の方に協議申し上げましたところ、それでは

岩手県警、あるいは青森県警、関係機関等と協議して

回答いたしますということでご返事いただきまして、

さまざま協議してまいりましたけれども、結果として

６月初旬、６日でございますが、警察の方から、「青

森県警と協議いたしました。その結果、牽引について

許可いたします」という回答がありました。ただ、細

かい部分ではさまざまこのような形で牽引してくださ

い、あるいはこの部分に注意してくださいというふう

な細かい諸注意はございます。山車部会といたしまし

ても数回集まりまして検討いたしまして、例えば飲酒

等の関係、それから、エンジンの使用に関して等々協

議申し上げまして、現在それを取りまとめしている段

階でございますが、みずから行うことも含めて再度警

察に申し入れをし、牽引について改めて許可いただく

手続を取る準備を進めているところでございます。以

上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 下斗米委員。 

○下斗米一男委員 ありがとうございます。今の説明

で詳しくなかったんですが、いわゆる牽引については

許可がおりると、ただし、今年度限りということも言

われているようなんですが、その今年度限りというこ

とを前提に、もうあえて質問しますけれども、残る４

団体が早急に手づくりを考えなきゃならないというこ

とは19年度、来年度即一斉に手づくりということなら

４掛ける３で1,200万です。その予算計上ができるの

かという心配も関係者はしているようなんですが、そ

ういったものを含めてやはり今年はクリアできたと。

しかし、来年度以降についてはこういうことできちん

と対応できますよ、お金は心配ありませんよというよ

うなことが可能かどうかお尋ねいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 警察の方からは、来

年度を約束したものではございませんよという形で説

明を受けております。山車部会といたしましては、協

議の中でできるだけ早い時期に山車をみずからがつく

って祭りに参加していくという方向で検討しておりま

すが、今年度お話が来てからの部分では、準備の段階

等で制作は無理だと。今後、時間がございますので、

来年度に向けての制作について各山車組で検討してい

くというところまで山車部会では検討しておりまして、

そのことを財政担当等と協議しながら、今後進めてま

いりたいと考えております。 

○委員長（桑田鉄男君） 下斗米委員。 

○下斗米一男委員 それで、私は何度も言っています

けれども、現在開催されているメーンストリート、私

はあの部分をお祭り広場として当日は開放したいもの

だと、そう常々考えています。したがって、何か構造

改革特区というのがあるようですけれども、お祭り広

場という形の特区として考えられないものかと、電線

地中化もして、あれだけの景観のいい直線道路の空間

ができたわけなんで、そこで来年、いわゆる手づくり

で、おらがお祭りを全市民が参加してできるという、

そういうお祭りを考えていますという積極的な答弁を

お願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） ただいまの件に関し

ましても、実行委員会の中でさまざま意見が出ている

ところでございますし、方向性を出していかなければ

ならないところでございますが、現在行っております

国道を特区の形で開放し、祭りを実施していくという

ことに関しましては、警察、あるいは道路管理者等か

らバスの迂回路、あるいは大型車の迂回路等を考えた

場合に難しいという言葉はいただいておりますが、今

後、実行委員会等でさらに検討してまいりたいと思い

ます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 第１点は、現在の小売業の売り場

面積に占める大型店の割合はどの程度になっています

か、お聞かせください。第１点。 

 それから、街なか再生にかかわって、過般の一般質

問でもお聞きしましたけれども、いわゆる誘客、利用

者数ですね、あるいは売上金額等はどういうふうにな

っているのか。以前には約50万弱ですか、売り上げで

６億3,000万等々あったわけですが、現在時点でどの

程度を想定しておられるのかお答えください。 

 それから、投資額については過般聞いたわけですが、

関連事業があればですね、その中身、それから投資額

についてもあわせてお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 売り場面積の大型店
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の占める割合というご質問でございました。市内にお

きまして、大型店売り場面積が３万5,000平方メート

ルになっております。それから、平成16年度の商業統

計調査でございますが、久慈市内の小売業全体としま

して５万9,900平方メートルほどになっております。

大型店の占める割合といたしまして58.6％ほどになっ

てございます。 

 それから、現在まちづくり会社の方で準備しており

ます店舗でございますが、以前申し上げました金額、

たしか６億強で申し上げておったかと思いますが、現

在テナントがかなりふえまして、テナントの部分がか

なり変更されております。それも含めまして投資計画

について、現在、株式会社の方で全体の個々の企業に

ついての収支計画について取りまとめをしている段階

でございますので、この全体での売り上げについては、

ここに手持ちがございませんので、ご了承いただきた

いと思います。 

 それから、事業全体の事業費、投資額についてでご

ざいます。これまで議会でもご答弁申し上げてきてお

りますが、市の方で関連事業として予定しております

のが、電線地中化、それから公園整備等で関連事業ト

ータルが６億9,500万ほどになっております。それか

ら、市の方で予定しております事業が10億9,200万ほ

どになっております。トータルで17億8,700万ほどに

なっております。あと土の館の方では３億2,000万ほ

どで整備していきたいということで、トータル21億強

という金額になっております。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 関連事業で７億弱という今、答弁

いただきましたけれども、そのうちこのいわゆる民間

会社、街の駅ですか、これへの補助金、助成ですね。

どの程度見込んでいるのかお聞かせください。それか

ら、売上額については答弁できないということですが、

利用者数ですね。いわゆる誘客をどの程度、利用者数

をどの程度見込んでいるのか。そしてさらに、いわゆ

る地元の利用者と観光客を中心とした外部からの利用

者、どの程度見ているのか。それから、今、テナント

の話が出ましたけれども、テナントが殺到していると

いうのは、それの限りではいいことだと思うんだけれ

ども、いわゆる誘客とのかかわりで、いわゆるテナン

トの方向性といいますか、やはりある程度のそういう

見きわめした目が必要なのではないかと思うんです。

例えば価格の張るものを中心に並べたって、買ってく

れる人がそうふえるわけでもないだろうし、やはりど

うしても日常性、日々利用してくれるということを考

えるのが、おやりにするとすれば、同じじゃなくても

やはりその辺のテナントの方向性というのがおのずと

必要なのではないかと思うんだけれども、その点につ

いての基本的な考え方、お聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） 民間事業主体への補

助の関係についてでございますが、これにつきまして

は、以前の議会でもお答えを申し上げたところでござ

いますが、今後の事業の内容等を精査し、事業実施面

でのところで判断をしていくべきものというふうに考

えているところでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 中町の利用客の考え

方ということでございます。現在、株式会社の方でと

らえておりますのは、利用客として45万ほどを考えて

おります。それで、観光客といたしまして25万6,000、

それから地元を20万2,000ほどと考えておりまして、

これはそれぞれ入居する方々、それから株式会社が総

合的に判断いたしまして、私たちの店にはどれぐらい

立ち寄ってもらえるか、あるいは立ち寄らせようとす

るのかという計画のもとに積み上げた数字でございま

す。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） テナント構成の方向

性ということでございますが、地元の方々に日常の生

活で活用していただけるような構成にしたいというこ

とで基本的には考えておりまして、地元の人たちが利

用しているものを、さらに観光客の方々にも提供して

いくということで、まずは地元の方々に生活生鮮産品

等活用していただけるようなもので構築し、さらにそ

れを観光客等にも提供していきたいということで考え

ているものでございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 髙屋敷委員。 

○髙屋敷英則委員 それでは、３点ほどご質問したい

んですが、81ページのアンテナショップに関してなん

ですが、実はこれは岩泉町と山形村が共同で出店した

お店屋さんなわけでございますが、当時旧山形村でこ

の出店の際に、赤字を前提としたそのような出店する

という考え方はいけないということで、大分賛否両論
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がございまして、何とかそれでも出店した方がいいん

じゃないかという方がわずかに多くてこの出店が決ま

ったものなんですが、当時これはその出店する目的と

いうものが３年間で達成されるということで、３年間

たったならばこれは撤退しますよと、そういうような

説明のもとで始まったものなんですが、今もう６年ぐ

らいたっています。これが、今回の新市の予算に盛ら

れているということは、そうした旧山形村の当時の考

え方と今現在の新市の考え方、ここにやはり何か考え

方に変化があったのかどうか、どのような変化、どの

ような考え方をもってこのアンテナショップ継続を

予算化しているのかということが第１点でございま

す。 

 それから、この花火大会、久慈納涼花火大会実行委

員会負担金とありますけれども、実は旧山形村にも冬

の花火ということで、冬の２月でしたか、平庭高原で

珍しい冬の花火大会があったわけでございます。山形

ではつい去年までは、最初は村から補助金を受けてや

っていたわけでございますけれども、観光協会が補助

金を受けないで寄附を募って自前で花火大会をやって

きたわけでございます。この観光協会の花火大会、自

前でやっている花火大会なんですが、本来であればこ

の同じような花火大会なんで、そういう冬の花火にも

補助金があってもいいのではないかと、ただ、あって

もいいのではないかというのは、あるから補助金をと

いうようなことではなくて、冬の花火を実行委員会を

つくってやっているということで、そういう実行委員

会の内情を把握して、やはりそうした花火大会を実行

するに当たっていろいろな問題点があって、そういう

過程の中では、やはりある場合には補助金を出しても

いいのではないかというふうに考えるわけでございま

すけれども、その辺の基本的なところの考え方を伺い

たいというふうに思います。 

 それから３点目は、先ほど久慈の秋まつりの話があ

ったんですけれども、手づくり山車をことしつくる、

あるいは来年は全部がそうなるかもしれないという話

で大変な予算がかかるだろうと、そういうようなご指

摘があったわけでございますが、実は旧山形村でも大

分前に、今はガタゴンまつりということで形が変わっ

ておりますが、その前には普通の山車でお祭りが実施

されていたわけでございまして、その際には山車をそ

のまま牽引してくるということではなくて、解体され

た山車をトラックで運んでくるというようなことで、

そのまま山車を牽引をしてくる、山車をそのまま借り

てくるというのと比べると、大体予算的に半分くらい

で済んだというような記憶があるんです。ですから、

手づくり山車をやっていけるのかというようなそうい

うような検討をする中においては、解体して運んだら

どうなのかというようなそういう視点も加えて検討し

てみたらいかがでしょうかと、この３点です。 

○委員長（桑田鉄男君） 野田口総合支所次長。 

○山形総合支所次長（野田口茂君） ただいまアンテ

ナレストラン「大地」についてのご質問でございます

が、平成14年６月にオープンしておりまして、確かに

その後かなりの時間がたっているわけでございますが、

当時は平庭観光開発と岩泉産業開発との中で、本物を

提供して、そして利益を出すというのが社の方針で始

まったところでございます。先ほどの午前中の質問の

中で課長の方からもご答弁申し上げまして、金額、経

営状況は赤字になっているということでございます。

これらにつきましては、助成によるＰＲの効果が十分

果たしているのかというような内容、それから運営の

あり方がどうかということ等含めて、岩泉町とともに、

今年度そのあり方について検討することとしていると

ころでございます。ご了承願います。 

○委員長（桑田鉄男君） 久慈商工観光課長。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 花火大会でございま

すが、久慈で開催しております８月の納涼花火大会、

これは実行委員会を組みまして久慈市、あるいは観光

協会の方の負担金、さらに企業、商店等からの協賛金

をもちまして実施しているものでございます。また今

回、市村合併によりまして、山形の冬に行われます花

火大会に関しましても、実行委員会を組みまして、市

の観光協会の方が中心になりまして実施するというこ

とになろうかと思いますが、これに関しましては150

万ほどの市の補助金を見込んでいるものでございま

す。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 秋まつりのことについて、山

車の牽引であるとか、さまざまな方法について解体も

あるのではないのか、こういったご指摘であります。

秋まつり実行委員会、特にも山車組の方々とそういっ

た情報を提供しながら、取り組みについて検討をして

まいりたいと、このように考えております。 
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○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 それでは、久慈商工観光課長から、小倉委員からの

旧県立久慈病院跡地取得に関する保留中の答弁をいた

します。 

○商工観光課長（久慈正俊君） 病院跡地の全協とい

うご質問がございました。ただいま確認いたしました

が、平成11年度、全協での説明の記録はございません

でした。平成11年度、基本計画を策定しておりますが、

その説明かと思いまして、さらに調べましたが、基本

計画に関しましても、これらの開催の記録はないとこ

ろでございますけれども、その当時の産経常任委員長

さんに策定委員として参加していただいておりまして、

すべてその中では討議できる形をとっていたものでご

ざいます。 

○委員長（桑田鉄男君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 一般質問の答弁では、平成11年には

全員協議会を開いて、これについて説明をしたんだと、

あとは実行に当たっては評価委員会等を経た上で金額

を決定して覚書を実行していくんだという話だったん

です。そうなると、この答弁との兼ね合いがちょっと

うまくないから、再度、課長、整理して資料をきちっ

と見て整合性のある答弁、あるいは整合性がないなら

ないなりに答弁をするということで、ひとつお願いを

したいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 小倉委員の旧県立久慈病院

跡地取得に関する一部答弁、これは保留し、質疑を打

ち切ります。 

 ８款土木費、説明を求めます。若干職員の入れかえ

があります。３時ごろに休憩をとりたいという予定を

してございます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 82ページの下の方に

なります。８款土木費、１項土木管理費でありますが、

１目土木総務費に土木総務事務費ほか18件、2,634万

6,000円を計上いたしました。84ページになります。

２項道路橋梁費でありますが、１目道路橋梁総務費は

職員給与費ほか１億7,249万8,000円を計上。２目道路

維持費は9,336万8,000円を計上。主な事業としては、

市民と協働で市道等の維持補修を行う市民協働道路維

持補修事業費200万円などであります。３目道路新設

改良費は道路新設改良事業費ほか５億4,439万6,000円

を計上。86ページになります。道路橋梁費は、合わせ

て８億1,026万2,000円を計上いたしました。 

 ３項河川費でありますが、１目河川改良費に河川改

良事業費ほか４件、1,737万2,000円を計上。４項港湾

費でありますが、１目港湾管理費は港湾事務費ほか７

件、216万7,000円を計上。２目港湾建設費は港湾改修

県営事業負担金400万円を計上。港湾費は、合わせて

616万7,000円を計上いたしました。 

 88ページになります。５項都市計画費でありますが、

１目都市計画総務費は5,322万8,000円を計上。主な事

業といたしましては、木造住宅の耐震診断促進を図る

木造住宅耐震診断支援事業費補助金135万円などであ

ります。２目街路事業費は街路整備事業費など３億

9,941万7,000円を計上。３目公共下水道費は公共下水

道事業特別会計繰出金など５億2,529万1,000円を計上。

４目都市下水路費は34万円を計上。５目公園費は公園

維持管理費など1,743万5,000円を計上。都市計画費は、

合わせて９億9,571万1,000円を計上いたしました。 

 90ページになります。６項住宅費でありますが、１

目住宅管理費に住宅維持管理費ほか2,417万6,000円を

計上いたしました。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。八重櫻委

員。 

○八重櫻友夫委員 一般質問で関連いたしましたんで

すが、市道川代繋線についてお伺いしたいと思います。

これについては市長の答弁では3,900メートルで７億

8,000万ほどかかると。これは到底いつでき上がるの

かわからないような感じだったんですが、いずれこの

件についてお伺いしたいと思いますが、私は一般質問

では市道整備についてということでお話ししましたん

ですが、こういう多額な予算がかかるのであれば、工

事費がかかるのであれば、排水路だけでも整備をする

必要があるのではないのかなという思いで質問をさせ

ていただきます。この排水路は市道山本川代線のとこ

ろまでは上流からの水路はコンクリートになっており

ますが、それから下流は市道小久慈線の間までなんで

すが、大体150メートルぐらいあるんですが、これは

旧川崎製鉄の所有地だったんですが、数年前、私、川

崎製鉄の方にお邪魔しまして、市の方にいただけない

ものかという話をした経緯がございます。そうしまし

たら、じゃ寄附しましょうということで、そのかわり

市の方で管理をしてくださいとなった経緯がございま

す。そこでお伺いしたいんですが、この水路を排水路

として整備をし、小久慈線の200メートルほどを利用
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すると長内川に直接流れるようにもう水路も整備され

ておりますので、この排水路を整備する考えはないの

かお伺いしたいと思います。それに合わせて、数年前、

旧川崎製鉄さんと覚書を結んでいるはずですので、そ

の覚書があるのかどうかその点を、またあるのであれ

ばどういう内容で覚書を結んだのかお聞きしたいと思

います。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 旧川崎製鉄の用地であっ

た軌道敷を利用した排水路の計画についてということ

でございますが、まずこの覚書の件につきましてです

が、これは多分平成９年ごろだったかと思いますが、

大雨によって水害等による心配、あるいは土砂の堆積

の除去等にかかわりまして、住民の皆様方から苦情等

をいただいたのが発端だったように思っておりますが、

その中で土地の所有者である、当時では川鉄鉱業さん

でございますが─にいろいろ土砂の除去とか、あ

るいは維持管理の面からいろいろ相談を申し上げた経

緯がありました。その流れでもって市が土砂等を取る

のであればよろしいでしょうと、また、会社において

はその軌道敷の利用計画は持っていないので、市が環

境整備等を行う場合には寄附も前向きに検討したいと

いうふうなお話があったようでございます。それで現

実に覚書という取り交わしはないものと認識しており

ます。そういう考え方のもとに平成11年末ですか、寄

附採納が成立いたしまして、移転登記等が完了してい

るものでございます。それで、川代繋線筋の沢から流

れ出る雨水の処理でございますが、現在流れていると

ころは軌道敷に流れ込んでいるわけですが、下流側の

問題もございまして、いろいろ直接長内川に流すのが

一番よろしい方法かなというふうに考えておりますの

で、今後の課題とさせていただきたいなというふうに

考えております。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 八重櫻委員。 

○八重櫻友夫委員 覚書はないようなんですが、私は

すっかり覚書があると思っておりましたんですが、い

ずれそういうような形で前向きにというようなことで

すが、市長、職員から聞いていると思いますが、この

現場については私は大雨が降れば、いずれ床上・床下

浸水等が起きる場所であると思っております。また、

市民からも苦情が来る場所であると思いますので、ど

うか早急に測量設計だけでも、先日の3,900メートル、

７億8,000万に比べると、また予算のことだけを、お

金だけ話をしますが、それに比べれば大体距離的には

500メートルちょっとあるかないかの排水路ですので、

これは十分市民にこたえてあげるにいいのではないの

かと思いますが、市長の考えをお伺いしたいと思いま

す。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 川代繋線沿いの沢から

排出される雨水排水、あるいは土砂堆積等、常に良好

な維持管理に努めておるところではございますが、今、

委員おっしゃいましたような今後の整備計画等につい

ては、先ほど課長の方から申し上げましたように、検

討課題とさせていただきたいと存じますので、ご理解

を賜りたいと存じます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 何点か質問いたしますが、一般質問

でも出ていましたが、大川目線と生出町線を結ぶ道路

の市道認定の関係で、あそこは火葬場を結ぶ重要な路

線なわけですが、用地交渉で三、四人と交渉が難航し

ているというような話がありましたが、具体的に市の

どういう役職の方が行って、どういう理由で断られた

かをお伺いします。 

 もう１点でありますが、85ページの道路維持の関係

で、工事請負費が旧久慈市の平成17年度の当初予算の

71万9,000円からはるかに多い額が計上されておりま

すが、この内容についてお伺いします。大変いいこと

だなと思っておりますので、この道路維持の補修を十

分していただければと思っております。 

 次に、大沢地区にポケットパークを整備するという

ことで1,400万の予算が出ておりますが、この道路に

対してこのポケットパークというのはどういう役割な

のかをお伺いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 大川目から小久慈に至

る用地交渉経過でございますが、これは林道というふ

うなこともございまして、農林水産部林業水産課の方

でお願いしてございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 私からは道路維持費に盛

られた請負費の1,590万円についてでございますが、

これは従来、旧山形村が維持補修工事として実施して

おったものでございまして、本年度も９路線ほどを側
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溝整備と側溝の改修等に向けた予算でございます。 

 それから、２点目でございますが、ポケットパーク

の考え方についてでございますが、これは今回大沢地

区に整備する予定でございますが、潤いと安らぎの空

間を創造するということでございまして、あの地区に

つきましては、特に高校生、それから、児童・生徒か

ら利用していただけるのかなというふうに考えている

ところでございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 先ほど大川目線と生出町線を結ぶ関

係の道路は違う方の部であるから答弁しないというよ

うなことでありましたが、そうじゃなく市道認定も絡

んでおりますので、これは共同して動いてもらいたい

と思っておりますが、どういう方が交渉して、どうい

う理由で進まないのかという答弁をお願いできればと

思っております。 

 もう一つ、ポケットパークでありますが、あそこは

つい最近、県の工事が完了したかどうかということは

確認していないわけですが、あのポケットパークにつ

いては、県で整備すべきものではないかという感じが

しております。その辺、市でやったという説明をお願

いしたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 大川目から小久慈に至

る用地交渉の経過でございますが、詳細な中身につい

ては承知しておりませんが、５人の地権者のうちお一

人の方から了解いただいたと。さきにもご答弁申し上

げておりますが、それで用地交渉の担当は林業水産課

の係長が担当しているというふうに伺ってございます

が、いずれお一人の方がかなり長い距離でお持ちにな

っているということもございまして、用地交渉につき

ましては、それぞれ個人の方々の置かれている立場、

いろいろなご事情がおありになるわけでございまして、

今後におきましてもさまざまなそういうふうな立場を

理解しながら、うちの方も交渉にも努めてまいりたい

というふうに考えてございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 大沢地区のポケットパー

ク整備事業は、県が整備すべきではなかったのかとい

うお話でございますが、これは281号のあそこは交差

点改良なわけですが、広域農道側から来るタッチの路

線との角に当たりますけれども、その計画の際にいろ

いろ協議をいたしまして、地権者等からは国道に対す

る協力、それから、あそこに残地が生じるということ

でございまして、その部分については市が買収して将

来そういう憩いの場のために活用しようということで

取り組んできたものでございますので、ご理解をお願

いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 小倉委員。 

○小倉建一委員 そうしますと、ポケットパークにつ

いては、県からの要望がなくて市の方で取り組んだと

いう考えでよいかどうかを確認したいと思いますし、

その市道認定関係の用地交渉ですが、用地交渉の鉄則

からいきますと、いつまでも係長ではないなと、係長

級ではなく順番に課長、部長、助役さん等が出ていっ

てのということでひとつお願いしたいわけですが、関

係議員も一緒になって懇談会等つくりながら一生懸命

整備に取り組みたいということでやっておりますので、

ひとつ重要に考えていただきたいと思います。以上で

ございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ポケットパークについて若干

説明をさせていただきたいと思います。これは当時の

話でありますが、将来合併をにらんで、例えば先ほど

ご指摘のあった久慈渓流沿い、工事に伴って残地等が

生じていくと、こういったところを活用させていただ

きながら、市の事業として小さないわゆるポケットパ

ークという名称にはいたしましたが、そういったもの

を市がやっていくと、あるいは県の協力をいただくと、

こういった形で進めたいものだなと、こういう構想が

ございました。たまたまこの大沢地区について、そう

いった残地といったものが生じてきたというところで、

これを活用していきたいと。今後におきましても、久

慈渓流沿いのみならず、例えば長内川沿い、あるいは

内間木洞に至る路線の中でそういった残地等が形成さ

れていった場合に、有効活用を図っていくんだという

観点から考えているものでございますので、ご理解を

よろしくお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） ご指摘のございました

大川目から小久慈に至る林道の用地交渉については、

林道担当、あるいは土木課連携をとりながら推進して

まいりたいと、このように考えてございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 
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○城内仲悦委員 何点かお聞かせください。まず、こ

の先ほどの大沢地区の281号と広域農道ですか、あの

交差点の懸案の事項がああいった形で解決したことに

ついては、心から感謝を申し上げておきたいと思いま

す。 

 質問ですが、一つは、市道の買収した後の市道はそ

ういうような設計になっているんですけれども、寄附

いただいた当時の道路がまだ残っていますよね、ある

わけです。それが、いわゆるカーブが急だったり、何

回か私が確認しているところでは、例えば寺里のプラ

ンタンいずみさんの近くとか、それから羽黒山の手前

のカーブ、田表議員の近くですけれども、あのカーブ

は非常に狭くて、いろいろな市民の方からも広げてほ

しいという要望があります。そういった点、ぜひ寄附

でつくった道路について、市道について総点検をして

ほしいと、そういった場所について、そして大きな事

業ではないでしょうけれども、改良を、これは計画を

つくってやっていただきたいというふうに思います。

というのは、冬場の交通事故、極めて発生をいたして

おりますので、そういった点での検討を私はお願いし

たいというのが第１点です。 

 それから、重点項目にもあったんですが、川貫から

のバイパスの関係で開削でいくのかトンネルでいくの

かというそういう方針、方向が出ているのか、その辺

どういう考え方を持って、県の重点要項ですよ、県へ

の重点要望事項の中の281号からのバイパスの関係、

川貫、大成橋の近くから何か計画があったでしょう、

それが開削なのか、トンネルでの計画で考えているの

かお聞かせ願いたい。 

 それから、今現在、県が東京電波の西側に砂防ダム

というんですか、工事やっておりますが、用地交渉が

次の段階でとまって、次の工事ができないで予算が流

れるような状況もちょっと伺っていますが、その辺の

状況をつかんでおるのかどうか。最初の段階でも用地

交渉が難航して流れるような状況もあったわけですけ

れども、その辺が第１段階は突破して工事が進んで完

成しつつあります。あそこは３基ぐらい砂防ダムがで

きる計画だったんですけれども、その後の計画が用地

の問題で暗礁に乗り上げているという状況を聞くわけ

ですが、その辺を承知しているのかどうかお聞かせを

いただきたいというふうに思います。 

 もう１点ですが、側溝のふたの問題、これまでも何

回か多くの議員から出ていますが、実は畑田のお墓の

ところから広野に行く道路が、市道がありますけれど

も、あのカーブ、冬場非常に危険です。というのは雪

が降って、カーブを中心に優先的にひとつ側溝のふた

をつけていただきたいというふうに思うんですが、お

聞かせを願いたいというふうに思います。 

 最後にもう１点ですが、寺里川のことですけれども、

これはあそこは住宅が立て込んできて、県が山岸線の

信号のところから一定程度をつくったんですけれども、

本当は市が最初に計画をして、住宅が連檐していると

ころまでいく予定だったんですけれども、その後に県

が工事をするということでやったんですけれども、そ

れが途中でとまっているんです。だから今後、当時市

が全部やるということで、連檐戸数があればやるとい

うことで話が進んだ中で、途中で県が対応したという

経過があるんですけれども、その残った分について、

中森部長さんはご存じなはずですので、そういった点

では調整しながら答弁していただきたいんですけれど

も、残っている連檐戸数あるところまで河川改修をし

ていただきたいというふうに思うんですが、お聞かせ

をいただきたいと思います。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 私の方からは281号の

バイパスにかかわってのご質問にお答え申し上げたい

と存じますが、県におきましては、現在、市内を通過

するバイパスにつきましては、ルート等を含めて現在

交通量調査等を実施しているというふうに伺ってござ

います。以下の答弁につきましては、課長の方から答

弁いたさせます。 

○委員長（桑田鉄男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） ほかの４点についてご答

弁を申し上げます。古い時代に整備した路線等におい

て未買収といいますか、用地が残っている部分がござ

いますが、これらにつきましては、毎年一定の予算を

計上いたしまして、登記事務に当たっているところで

ございますが、なお残っているところが多数ございま

す。それでお話のありましたカーブとか、そういう極

端に直線道路であっても狭い部分も見受けられること

がたまたま発見されますが、そういうものにつきまし

ては、気がついた部分についてはそれらの対応に努め

ているところでありますが、今、お話のあった寺里地

区ですか、その点についても地権者等の理解をいただ
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きながら、そのような対応に努めてまいりたいと、こ

のように考えております。 

 それから、沢里の沢のことだと思いますが、東京電

波のわきの沢の整備でございますが、委員おっしゃる

とおり、計画では３基のダムを建設築造する予定とな

ってございましたが、地権者のご理解をいただくこと

ができないということで、１基で終わらざるを得ない

のではないかという、そういうふうな心配を県ではさ

れております。これからできるだけ計画に沿った形で

整備がなされるように、県に協力して対応に努めてま

いりたいというふうに考えております。 

 それから、側溝ぶたの件についてでございますが、

これはご承知のとおり毎年700枚とか1,000枚とかとい

うふうに計画的に解消に努めているところであります

が、お話のあった路線につきましても、現地調査の上、

検討してまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、寺里川の上流の整備、広域農道

から上流側について、農林サイドの事業で実施いただ

いたと思ってございますが、そのほかの部分について

の整備につきましては、今後の検討課題とさせていた

だきたいと思います。ご理解をお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 今の最後の件ですけれども、検討課

題はいいんですが、市の方で単独事業だったと思うん

ですが、連檐戸数のあるところまでやるということで

最初動いていたんですよ。その後、県の農林サイドで

やって、最初の砂防までいったんですよね。つくり方

も非常に今はやりの自然にマッチした、いいつくりの

水路をつくっているんですが、ぜひそれと合わせた形

で、これはできるだけ早く連檐戸数あって、災害起き

れば本当にあそこはご存じのとおり、ラジオ中継塔が

あるあたりがちょうど一番の奥なんですが、あそこか

ら物すごい勢いで水が流れますし、広域農道ができて

から全部あの水が沢におりるわけです。そういった関

係で極めて危険な場所になっておりますので、この点

ぜひ予算措置をしていただきながら、早期に解決に当

たっていただきたいということで、再度答弁いただき

たいというふうに思います。 

 それからこの道路台帳の整備ですが、毎年計900万

程度かけているように思うんですけれども、この道路

台帳は毎年こうやって追加していくことになるのか、

それからその成果品についてはなかなか我々議員には

見えてこないんですが、１回目にもらったことがある

んですけれども、その道路台帳についてこれは多分整

備しないと、地方交付税関連、そういった基本的な数

値を出す上では必要だと思うんですけれども、今年の

道路台帳整備の900万というのはどういう性格のもの

なのかお聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 最初のご質問でござい

ました、寺里川の上流の件でございますが、非常に厳

しい財政環境で、たびたび財政環境の話だけ持ち出し

て恐縮ではございますが、いずれ今後、財政環境等を

見ながら検討してまいりたいと存じますので、深いご

理解を賜りたいと存じます。 

○委員長（桑田鉄男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 道路台帳にかかわるご質

問にお答えいたします。予算書の900万円の事業費の

内容ですが、これは例年工事等で整備された延長の更

新、それから毎年新たな市道認定があるわけですが、

それらを加えること等でございまして、基本的に道路

台帳と申しましても、大きく申し上げますと、道路台

帳図と、それから台帳調書と大きくそういうふうに分

かれるわけですが、その図面の枚数は約500枚とかに

もなりますし、その大きさは新聞の２ページを開いた

約2.5倍ぐらいの大きさのものでございます。それか

ら、その台帳の調書はかなりの枚数でございますので、

委員おっしゃっている我々に提供とかという話もござ

いましたが、これは道路法に基づいて台帳は整備して

いるところでございますけれども、なかなか莫大なと

いいますか、大きな紙だったり、部数もかなり多ござ

いますので、現在は閲覧でお願いしている状況でござ

います。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 城内委員。 

○城内仲悦委員 わかるんですけれども、その調書だ

けでも更新した分について、議会にやはり１冊は置い

てほしいというふうに思うんで、そういった点で措置

していただきたいのが第１点。 

 それから、東京電波の西側の件の沢のことですが、

３基のダムを予定していたと。あそこも連檐戸数がす

ごいんです。その関係でそういった計画が入ったんだ

けれども、今、地権者の問題で大変な状況になってい

るいう答弁があったんですけれども、この問題はいず

れ地権者との交渉をする際に、実は最初のときもそう
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だったけれども、１人の地権者に交渉するときに県か

ら４人も５人も行って１人を囲んだという経過があっ

たんですね。そういった中で、やはり本人は言いたい

ことも言えないという状況があったものですから、そ

ういった一つの用地交渉のあり方についても、市の側

から５人もどっと行かないで、やはりもっと胸襟を開

いて話ができるような状況の中での用地交渉のやり方

も私は検討していただきたいというふうに思うんで、

その点で県ともこの点ぜひ協議しながら、何としても

３基あったのが１基では安心して住めないわけですか

ら、少なくとも２基はつくっていただくという方向で

用地交渉を頑張っていただきたいと思うんですが、お

聞かせください。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 確かに交渉、相手はい

ろいろなお考えを持った方々がいらっしゃいますので、

その辺については先ほどご指摘ございましたダムに限

らず、そのような気持ちを持って接してまいらなけれ

ばならないというふうに考えてはございますが、確か

に委員おっしゃるように、ご本人の前に３人も４人も

いらしてというふうなお話は伺ってございますが、そ

の後我々が参りまして、今の１基だけでも何とかお願

いしますというふうなことで、市の方からも出向きま

してお願いした経緯がございます。その後どうしても

だめだというふうなこともございまして、その後に至

っているわけですけれども、これにつきましては、確

かに当初計画どおり３基なりつくるのが望ましいわけ

でございますが、これからも県とその辺の事情を説明

しながら、何とか事業が実施できるように連携をとり

ながら要請してまいりたいと、かように考えてござい

ますので、ご理解願いたいと存じます。 

○委員長（桑田鉄男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） 道路台帳の件についてお

答えいたします。多分委員がおっしゃるのは路線一覧

表のことだと思いますが、いずれ議会の方にも備えつ

けさせていただくように検討してまいりたいと思いま

す。 

○委員長（桑田鉄男君） この際、暫時休憩いたしま

す。再開は午後３時25分といたします。  

午後３時10分   休憩 

──────────────────── 

午後３時25分   再開 

○委員長（桑田鉄男君） 休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 歳出、８款土木費の質疑を続行いたします。濱欠委

員。 

○濱欠明宏委員 それでは、ご質問させていただきま

すが、市道の管理の問題であります。市道の路線番号

2047番、二子小路線と言うそうでありますけれども、

全長が約300メートル弱、幅員が2.3メートルというふ

うなことで、これはいわゆる２町５カ村、昭和29年の

合併の際に旧長内町からの引き継ぎ財産だろうと、こ

う思うわけであります。つい最近、この市道にかかわ

って整備、あるいは計画等について触れたことがある

かどうかお聞かせを願いたいと思うわけで、幅員が

2.3メートルというと軽トラックが通れる市道と、こ

うなりますけれども、途中に落ち葉に隠れて大きな石

がありまして、市民の車がその石にぶつかってタイヤ

がパンクして難儀をしたということがありました。こ

ういった場合には、やはり市道管理の責任もあるのか

なと、大げさにはならなかったわけですけれども、私

のことですので、ただ、これがやはり一般市民がこう

いうことになるというとやはりいろいろと大変だなと、

こんな思いで、この市道の触れ方について、あるいは

これまでどのようにかかわってきたかということにつ

いて。 

 そしてまた、私はこの昭和29年の２町５カ村の合併

で当時の社会資本整備が、なお新たな久慈市になる前

に、すべて計画が実施されたということにはならない

路線がたくさんあるんだろうと思います。しかしなが

ら、今回の合併において、それらの路線が山形町の整

備に比して、またなおざりにされるのではないかとい

う一方で心配がありますけれども、それらについての

お考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、土木課の方では原材料費というのを持っ

ているわけでありまして、赤線の整備、あるいは市道

の簡易な整備に地元から砂利を何台とかというふうな

感じで地元の人が手で直したりというふうな、原材料

を出す、あるいは地元の町内会の方々が出て砂利を敷

く、いろいろそういった協働の部分がこれまでもあっ

たと思います。しかしながら、この道路については確

かに土木課の範疇でありますから、この原材料費はい

ともたやすく執行できるわけですけれども、他の会計

にかかわっている、例えば公民館の駐車場が非常にで
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こぼこになったり、雨が降るとぬかるんだりというふ

うなことで、利用する際になかなか厳しい状況があり

ます。そういったときに、こういった原材料費が有効

活用できないものかというふうなことで土木課と折衝

した経緯がありますけれども、他の会計、課のことで

あって、私どもの方ではそれを超えてなかなか原材料

を配布するわけにいかないというようなことがありま

した。それはそのとおりだなと、こう思いますけれど

も、いずれ対市民というレベルでいきますと、横断的

にその辺が使えるような仕組みにならないものか、こ

れについての考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、一般質問でも取り上げた地図にない橋、

市長の答弁もありました。所有者がはっきりしていな

いという状況の中で、いかんとも答弁しがたいという

お話があったわけですけれども、町内としても避難経

路、言葉で言いますと、避難路でなくて避難経路の中

に、地図にない橋があるわけですが、これを実際に日

ごろ、あるいは有事の際、避難経路として使われて、

訓練がこの間もありましたけれども、避難経路として

実際上使っているという状況下にあります。そして、

本来であれば県が管理している河川に工事の仮橋をつ

くった橋をそのまま35年以上の恐らく月日の中、県、

あるいは市も、あるいはもちろん住民もそれを利用し、

あるいは黙認をし、というふうなことで占用許可もと

らない形で運用されてきたという実態があるわけであ

ります。こういう実態があるということにおいて、や

はり何か批評していただかないと、町内が手をつけれ

ば責任が町内に来ても責任をとりかねる、あるいは市

としても市が手をつければ当然に手をつけた責任が免

れない。かといって県は占用許可を出していないから

ということで、まさにこれは責任があいまいな状況の

中にもあるという、これも実態であります。しかし、

いざ有事、あるいは一般質問でお話ししましたが、子

供がもしその橋から自転車でずっこけて落ちて万一の

ことがあったときのことを思うと、やはりこの問題に

ついては早急に解決をしておかなければならない課題

だと思うわけですけれども、これらについての取り組

みについて考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） ただいまのご質問にお答

えをいたします。二子小路線のことでございますが、

二子の集落の終点から県道の方に真っすぐおりる路線

だったと認識しております。その路線につきましては、

過去に市長への手紙で整備の要望がございまして、私

どもが現地調査をした経緯がございます。その際には、

手紙を出していただいた方には、市の財政事情がこう

いう状況でありますので今すぐには整備できるには至

らないということで丁重にご理解をお願いしたところ

でございます。なお、これまでも申し上げております

ように、市道全体の整備状況を見ながら対応すること

になりますので、なかなかいつごろできるのかという

こともちょっと申し述べられない状況でございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、原材料のことでございますが、採石の支

給についてということでお話がありましたが、委員さ

ん、土木課においでになった際にも申し上げたところ

でございますが、他の部署だからということじゃなく

て、市の施設、所有するものでないということが、ま

ず一つございましたので、いずれなかなかそういうと

ころすべてに採石等そういう原材料を支給することに

なると際限がなくなりますので、そういうことにつき

ましては、なかなかに土木課では対応しかねますので

ということでご理解をいただいたというふうに思って

ございます。私からはこの２点でございます。以上で

ございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） ご指摘のありました玉の脇地

区にかかっている橋のことでございます。委員のお話

によれば、県が何かの工事をした際につくったものだ

ということでしょうか。ただ、私どもはその確認がま

だとれておりません。ただ無主物だとすれば、それを

占有している機関について、これは無主物先占の考え

方が、あるいは成り立つのかなということであります。

ただ、これはまだ精査したわけではありませんので、

そういった考え方も可能なのかなということでござい

ます。したがって、無主物先占の考え方がもし適用で

きるとすれば、これは地域の方々の共有の財産として

取得できるのではないのかなと、こういうふうにも一

般論としては思います。そして、その上でであります

が、避難経路の整備等について実態的に使われている

という状況にございます。そうした際に、所有者、所

有権がはっきりした上ででありますけれども、その際

にどういった整備手法が可能なのか、行政を交えてで

すね、こういったことについては、例えば自主防災組
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織等を地域で立ち上げていただいて、その自主防災組

織の活動に対する、例えば支援といったことは考えら

れないのか、あるいはまた地域コミュニティ振興事業

の取り組みの中で何かできないのか、いろいろなこと

について方法を検討できるのではないのかなと、こう

思うんでありますが、まずはそこの所有権の問題、あ

るいは地域の皆さんの取り組み姿勢、こういったもの

と行政が相まった行動が必要だというふうに今では考

えています。 

○委員長（桑田鉄男君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 ただいまの市長の答弁ありがとうご

ざいます。いずれ年数がたってそういう状況にあると

いうようなことで、地域と行政といろいろ頭を使いな

がら善後策を検討していきたいと思いますので、ご指

導のほどよろしく申し上げたいと思います。 

 それから、答弁の中で土木課長が触れてなかった、

車がぶつかったときの対応については触れなかったわ

けですけれども、整備計画、確かに財政等勘案しなが

らということになりますけれども、私が言っているの

は、いずれ２町５カ村が合併をして、当時29年に新し

い久慈市が誕生したときに、当時のやはりいろいろな

計画があって、それが今回の合併でなおざりにならな

いように心配りをしながら整備をしていっていただき

たいんですよという話で、先ほどの城内委員とのやり

とりでも、ここに出たから、出たものはチェックして

いきたいみたいな話があったから、やはり出る出ない

にかかわらず市道管理、要するに、整備するしないは

ともかく、いわゆる安全、事故等を起こさないかどう

かということを踏まえて、やはり市道の管理というの

をやっていっていただきたいものだ、そして整備に努

めていただきたいと、こう思うわけであります。改め

て考え方をお聞かせ願いたい。 

 それから、原材料の問題、私は一つの考え方として、

協働という市長がお話をしている、行政と協働。そう

いった中で、地域にはなかなか財源がない。かといっ

て人は出せるという場合があるんです。そういったと

きには、しかも、市の施設ではない、確かに、しかし、

公民館として届けている公の集会施設であります。そ

ういったところに市の持っている機能と地域の持って

いる機能を合わせると、まさに低廉な状況の中で駐車

場が整備されていくのではないかなと、公民館の話で

すけれども、そういった際に有効な原材料の活用方法

がないものか、土木課長のところに行っていろいろ協

議したんだけれども、土木課長だけではなかなか結論

に至らなかったので、今、みんなに聞こえるところで

ひとつ知恵を絞って、そういった協働の精神も生かし

ながら、この原材料が地域に必要に応じて配布し、そ

して地域の方々がそれをやるというふうなのも、私は

新しい久慈市の協働の精神の中では生かされていく一

つの方法論の一つなのかな、単に際限があるとかない

とかという話じゃなくて、私はみんなに聞こえる中で、

これは教育委員会もきょういるわけですので、そうい

ったことも含めて一つの考え方として、そういった手

法を、原材料をうまく使える方法はないのかな、検討

していただきたい。再度お願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 嵯峨建設部長。 

○建設部長（嵯峨喜代志君） 最初に、市道の維持管

理にかかわってのご質問にお答えいたしますが、委員

ご指摘のとおり市道の維持管理については、これは細

心の注意を持って事故の起こらないように維持管理に

努めてまいらなければならないわけでございまして、

今度旧山形村と合併いたしまして、660を超える市道

が認定されているわけでございますが、整備計画も一

時、市の単独事業も億を超える事業費があった時期も

あったわけでございますが、このように行財政環境が

厳しい中にあっては、整備計画もままならないという

状況にあるわけですが、いずれどういう状況にありま

しても、660の市道の維持管理につきましては、委員

ご指摘にございましたようなスタンスをもって鋭意取

り組んでまいりたいと、かように考えてございます。 

 それから、原材料の支給のお話でございますが、委

員のご心情、あるいは住民の感情というものを考慮す

れば、非常に何とかしてあげたいなというのは本音で

はございますが、なかなか施設以外の部分に支給する

というふうな部分に対しては、非常に大変な部分もご

ざいますので、その辺は深いご理解を賜って何とかご

了解を得たいと思います。よろしくご理解を賜りたい

と存じます。 

○委員長（桑田鉄男君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 建設部長の今の答弁は、部長とすれ

ばしようがない、これは答弁なんです。私はそれに対

して理解せざるを得ない部分があるんです。私が言っ

ているのは、原材料を持っていない課がある。現実問

題、例えば教育委員会に、社会文化課に原材料がある
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かと言えばないんです。ないと結果としては、公民館

の砂利を土木の方にお願いしてということになると、

教育委員会の方で必要かどうかという判断も当然必要

になってくるんだと、こうなるわけ。結局必要だとな

ると、お金があれば、財源があれば、直接教育委員会

が業者にお願いして砂利を持っていけということにな

るだろうし、あるいは庁内で調整するということにな

れば、土木の方にどこどこに何台持っていってくれと、

こういうふうなことにもなるんだろうと思うんです。

いずれ土木はそういう原材料を持っている。コンクリ

ートを含めて持っている。持ってない課が、ほとんど

なんだというふうなことを考えると、部長の感覚の中

での答弁を私は期待しているんじゃないんです。これ

はやはり助役等の調整の中でうまい方法はないのかと

いうのを私は聞いているのであって、ひとつ助役です

ね、答弁いただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 工藤助役。 

○助役（工藤孝男君） 私も部長と同じように心情的

に非常に理解できるということでお話を伺っておりま

した。いずれこの件につきましては、住民協働という

根幹にかかわるお話でもあろうかというふうに私も感

じておりますので、庁内で少し検討させていただきた

いというふうに思います。それでご了承をお願いした

いと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 田表委員。 

○田表永七委員 87ページ、河川改良費にかかわって

質問いたします。河川障害物除去事業委託経費という

のが計上されているわけでありますが、このことにか

かわってお伺いいたしますが、まず一つは、どんな事

業で、どこに委託しているのか。簡単に、簡潔に説明

いただきたい。それから、このことに関係があるのか

どうかは答弁を聞いてみないとわかりませんが、具体

的にお聞きしたいことを言いますと、久慈川の岩井川

のちょっと下流あたりから上流にかけて、中州がとこ

ろどころにあって、結構太い立ち木が繁っていると。

そういうところが見受けられるわけですけれども、あ

れは除去できないものか、意識的に残しているのかも

しれませんが、そういうことについてのお考えをお聞

きしたい。私は、あんまり太くなっても水が出たとき

にどうなんだろうと、そう思って質問をしているんで

す。 

 それから、もう一つは、これは久慈川だけではない

と思いますが、河川敷にヨシ類というんですか、すご

い繁っていて、それが枯れて、今の新しく生えてきた

緑と混在をしているという状況があるわけであります。

私は、10日ほど前に久慈川の河口付近のごみ拾い活動

に参加をいたしました。いや、もうすごかったです。

ああいう下流から、それから例えば私の居住地エリア

である畑田周辺の河川敷とか物すごくある。夏井川も

実は時々通るんですが、同じような状況になっている。

これは洪水の原因になるかどうかはわかりせんが、美

観としても緑を育てていくと、そういう意味からいっ

てもやはりまずいんじゃないかなと、そう思うわけで

す。これの枯れ草焼きといいますか、そういったこと

についてはどのようにお考えになっているんでしょう

か、お伺いいたします。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） ただいまのご質問にお答

えいたします。まず、河川障害物除去事業についてで

ございますが、これは久慈川、長内川等、あるいは旧

山形村にある川を含めてでございますが、河川の堤防

等の草刈りの事業でございます。これは久慈市衛生班

連合会に毎年委託してございまして、県からの委託事

業を市が受けて実施しているものでございます。 

 それから、岩井川の少し下流の位置から上流に向け

ての中州の立ち木等の件でございますが、確かに私も

ちらっとそのようには感じておりましたが、詳細につ

いてはちょっと把握してございませんけれども、これ

は河川管理上の問題もあると思いますので、県の河川

担当の方と協議してまいりたいと、そのように考えて

おります。また、河川敷のヨシのお話もあったわけで

ございますが、地域によっては春先に火入れをしたり

して、地域活動の中でそういう環境整備に努めていた

だいているところもございます。これについても河川

管理者と協議したり、あるいは消防等にご相談申し上

げながら実施している状況であると伺っておりますが、

いずれ確かに覆い繁って物騒に見えますけれども、こ

れもまた河川管理上の問題でもありますので、県と相

談してまいりたいと、このように考えております。以

上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 私は小国線の道路改良についてのお

願いと、それから県道の橋場地区のあの危険箇所と、

それから旧山形村役場から霜畑地区へ向かってきたと
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ころの日影橋の付近等の件についてお伺いをいたしま

す。今まで一つの村としての状況のうちは、不便なが

らも、まあそのうちにお願いして改良していただこう

という安閑とした部分があったわけでございますが、

このたび合併という形になりましたところ、今まで何

になし我慢していたものが、どうしても久慈市内に通

わざるを得ない状況のために、思いのほか比重が高ま

ってきたという部分は深くご理解をいただかなければ

ならないということで質問をさせていただきます。 

 その１点目といたしましては、小国線につきまして

は、ここは小国地区というところが145世帯ほど世帯

数としてございますが、今までは久慈市に下がる最短

距離のところなんですけれども、村として存在してい

たうちは山形村中心地の方に行く道路ではありません

から、重要性としては重要でありながらも我慢できた。

しかし、今度からは合併になったために久慈市に最短

コースの距離にある中で、抜本的な道路の改良をして

いただければ一番いいわけですけれども、３カ所ほど

市長専用車でもカーブを回るになかなか厳しいぐらい

の箇所がございまして、これが冬場になりますと、除

雪車がなかなか思うように曲がれないというところが

ございますので、抜本的な道路改良は予算的な面もご

ざいましょうから、とりあえず緊急的に急カーブの難

所の部分だけでも、もう少し緩和できる状況にご理解

をいただきたいというのが１点でございます。 

 それから、県道の橋場地区につきましては、かつて

は八戸の方の貨物自動車だと思いますけれども、事故

を起こして火災になったり、死亡事故になったりした

ところでございます。また、旧山形村時代に教育委員

会においでいただいた先生が不幸にも事故に遭って何

名かお亡くなりになった、直角な橋のところでござい

ますので、ここのところは何とかまさに小国全体を通

っていく大きな県道路線が、そこ１点だけが急激に直

角な橋になっておるために実際事故が頻繁に起きてい

る箇所でございますので、ここの点については早急に

改善につなげるようにご努力をお願いしたい部分でご

ざいます。 

 それから、旧山形村の役場から霜畑地区に向かって

きたところの日影橋というところが、非常に下り坂で

その橋のところが十字路になっている。したがいまし

て、その下っていった先の道路がすごく広い道路なも

のですから、スピードを出して通りやすい。そこに冬

期間になりますと、路面が凍結の状況のところに下っ

ていきますので、なかなかとまるのに非常に困難を要

していると、なおかつ見通しも悪いと、そういう状況

でございますので、そこの十字路のところの見通しの

緩和と、できるものならば道路の地形から見れば地盤

をもうちょっと掘り下げていただければ、私は大分安

全な状況になるのではないかというふうに思ってござ

いますので、この点について特段のご配慮を賜りたい

と思いますので、ご説明を、ご意見を聞かせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 夏井土木課長。 

○土木課長（夏井良七君） ただいまの３点のご質問

にお答え申し上げます。まず、１点目の小国線の本格

的な整備にはという委員さんのお話もございましたが、

大変だろうというお話もございました。それで、３カ

所ほどカーブがきつくて車も難儀している状況である

と、その点につきましては、改良でやるべきくらいの

事業量なのか、あるいは維持管理の面から対応できる

ものか、総合支所とも連絡をとりながら検討してまい

りたいと、このように思っております。 

 それから、県道の橋場地区の整備でございますが、

これにつきましては、一般質問でもご答弁申し上げて

おりますが、県には整備方、要望しておりましたけれ

ども、今年度は県の財政事情の関係から予算化できな

かったというふうに伺っているところでありますが、

委員おっしゃったとおり危険な箇所でございますので、

引き続き県の方には強力に整備方を働きかけてまいり

たいと考えております。 

 それから、３点目の役場から霜畑の方に向かった橋

から下り坂の部分が冬期間には非常に危険だというこ

とでございますが、その件につきましては、現地を調

査の上、検討してみたいと、冬期間の交通確保、これ

は除雪を小まめにやるとか、あるいは融雪剤を散布し

て安全を図る、あるいは滑りどめ用の砂缶等で対応す

るか、それらについて検討させていただきたいという

ふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 砂川委員。 

○砂川利男委員 大変前向きなありがたいご答弁をい

ただきまして、ありがとうございました。私たちの住

んでおる山間地は、一番の悲願は冬期間の除雪の問題

と、日々商売にも影響がある携帯電話の不感地域の解

消が、これが私は大きな悲願だと思っておりますので、
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その現地をごらんになっていただければ、私がお願い

するよりも早いと思いますので、現地を見ながら早急

なるご理解を賜りますようお願いいたします。どうも

ありがとうございました。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款の商工費の質疑において、旧県立久慈病院跡地

取得にかかわる件について、全員協議会での説明につ

いての小倉委員の質疑及び濱欠委員の一般質問答弁と

の関係について答弁を保留しておりましたが、これに

ついての答弁を求めます。卯道産業振興部長。 

○産業振興部長（卯道勝志君） それでは、一般質問

における小倉議員に対します私の答弁の議事録でござ

いますが、確認いたしましたところ、議員全員協議会

での説明という答弁のくだりはいたしておりません。

なお、関係部分の答弁を読まさせていただきたいと思

います。「県立病院の用地取得に当たって、この関係

については全員協議会に該当する案件ではないかとい

うお話でございますが、これはこれまでに平成９年の

時点から長い経緯があるわけでございまして、その間

に議会には説明申し上げてきたところでございます」

という答弁をいたしておりますので、ご了承をお願い

をいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） ９款消防費、説明を求めま

す。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 90ページの中ほどに

なります。９款消防費、１項消防費でありますが、１

目消防総務費は消防審議会委員報酬ほか４件、６億

5,250万7,000円を計上。２目非常備消防費は消防団員

報酬ほか９件、8,080万1,000円を計上。３目消防施設

費は防火水槽施設整備事業費ほか５件、8,066万5,000

円を計上。92ページになります。４目水防費は129万

4,000円を計上。５目災害対策費は１億970万2,000円

を計上。主な事業といたしましては、合併に伴い旧久

慈市と旧山形村の防災行政無線を統合する防災行政無

線施設統合事業費8,919万5,000円、町内会等が自主防

災組織を結成した際に、資機材等の整備を支援する自

主防災組織資機材整備費補助金60万円などであります。

消防費は、合わせて９億2,496万9,000円を計上いたし

ました。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を許します。田表委員。 

○田表永七委員 １点お伺いいたします。93ページ、

防災無線の活用についてでございます。いろいろな放

送をしていただいて、その放送内容が拡大をしてきて

いると、大変いいなと私はそう思っている一人であり

ますが、さらに例えば予算委員会が開かれますとか、

それからスポーツ関係、中総体がきょう、あす開かれ

ていますとか、そういったやや公共的なといいますか、

そういう問題についても放送できないものだろうかな

と、そういうように私は日ごろ思いながら防災無線の

放送を聞いているところであります。ちなみにあれは

教育委員会からの情報でしょうか。小・中学校の児

童・生徒の登校時間ですとか、下校時間ですとか、非

常にいい放送だなと私は思っています。せっかくある

施設でございますので、市民生活に有効に生かせるよ

うな活用の仕方というのを追求していくべきではない

かなと、そう考えるわけであります。お考えをお聞か

せいただきたい。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 防災無線のご質問で

ありますが、この防災無線はなかなか一方におきまし

て、静かにしてほしいというふうなことなどが結構ご

ざいます。したがいまして、そのバランスが大変難し

いわけなんでございますが、やはり緊急性とか、そう

いったこと等を勘案しながら現在のところに今、落ち

着いているといいますか、そういう状況でございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 八木巻委員。 

○八木巻二郎委員 非常備消防費について、これは一

般質問でも出ましたが、団員の充足率でございます。

これは合併に伴って消防団を統合するということにな

っておりますが、そして、定員は現在の旧市村の定員

を合計するということになっておりますが、考えてみ

ますと、また数字を見ますと、非常にアンバランスな

わけです。そういうことで、あえてお尋ねをしますが、

旧市村別に充足率と、それから団員の平均年齢をお尋

ねいたしたいと思います。 

 それから、消防団活性化対策協議会の予算があるわ

けですが、これは年々10万円程度予算化されておりま

す。ただし、ずっと見てみますと不用額が出ています。

これは私の認識では団員確保の面で使うようなことに

なっておりますが、この予算執行計画はどのように立

てて、また平成18年度はどうなっているか、その点も

含めてお尋ねいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 東消防防災課長。 
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○消防防災課長（東孝一郎君） 消防団の充足率とい

うことでございますけれども、旧市村別はちょっと今、

手元にないんでございますけれども、定員は860名で

ございまして、６月１日現在でございますが、821名、

39名の減ということで、充足率は95.5％ということで

ございまして、平均年齢は45.4歳というふうになって

ございます。ちなみに県平均の充足率でございますけ

れども、89.4％という形になっております。というこ

とから、当市の消防団につきましては、6.1ポイント

県の充足率を上回っているというような状況でござい

ます。いろいろ消防団員の確保につきましては、団長

初めいろいろ関係機関とかご協力いただきながら、充

足に努めているというところでございます。 

 活性化の補助金の関係でございますけれども、これ

につきましては、一昨年、昨年と不用額を出している

のが現状ではございます。この合併に伴いまして、消

防団にも結構入ってきてございますので、さらに互助

年金ですか、これの若い団員等の確保に努め、活性化

に努めてまいりたいと、そのように思ってございます。

以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 八木巻委員。 

○八木巻二郎委員 消防団活性化対策協議会の予算で

すが、団員は入ってきている傾向にあるということで

ございますが、そういうことになりますと、勢い協議

会への補助金も使う状況にあると思うんですが、やは

り予算執行計画をしっかり立てて有効に使って、さら

に団員の確保に向けて努力していく必要があると思い

ます。それから、あえて私が聞いたのは、心配性なの

かもしれませんが、全国的にも今、消防団員の確保が

非常に難しい状況でございます。その中で、特に旧市

村のアンバランスがあるということを申し上げました

が、やはり消防担当者とすれば、旧山形村消防団員密

度といいますか、非常に高いわけです。ざっと考えて

も、旧久慈市の場合は市民60名ぐらいに１人という割

合になります。それから、旧山形村の場合は村民15人

ぐらいに１人というバランスというか、数になってお

ります。そうしますと、旧山形村では地域コミュニテ

ィの面からも余り心配しないというような話もありま

すけれども、やはり負担の面といいますか、地域コミ

ュニティの面からいけば問題ないと思いますが、負担

の面からいくと、旧山形村の負担が大きいのではない

かというとらえ方に立って、そういうことで心配する

ので、定員の確保と、それから平均年齢がどうで、ど

の程度で、今後、団員の確保が大丈夫なのかというこ

とをお聞きしたいわけでございます。消防団は住民の

生命・財産を守るということで重要な使命を持ってい

るわけですが、特に最近、地震の予知もあります。そ

れから、国民保護法も制定されております。そういう

面で、消防の任務がますます重大であるというふうな

観点からですが、そういったことについて、アンバラ

ンスが今後解消するのか、統合して、このままで将来

も団員定数をもっていくのか、その点についてお聞き

をいたします。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 消防団員の今後のあ

り方ということにつきましては、今回は合併に伴って

そのままといいますか、旧両市村の団を継承するとい

いますか、そういうような形でスタートしたわけであ

りますが、確かにおっしゃいますとおり、私の手元に

ある５月１日現在の旧市村ごとの充足率を見ますと、

久慈市が98.9％、それから旧山形村が83.5％というこ

とで、充足率が山形の方が低くなっているという状況

でございます。面積そういったものはほぼ同じという

ような背景もあると思いますが、そういう確かにおっ

しゃるとおりアンバランスな部分もあろうかと思いま

す。例えば山形村におきましては、職員の団員が非常

に多いといったような実態もあります。そういったこ

と等、いろいろな面でもう少し研究をしなければいけ

ない、検討しなければならない課題がたくさんあると

思います。それにつきましては、今後鋭意努めてまい

りたいと思っております。 

○委員長（桑田鉄男君） 谷地委員。 

○谷地忠一委員 八木巻委員の後を継いで消防に関し

てお伺いするわけですが、ご案内のとおり自治消防が

22年に制定されて、既に60年にわたって今日の消防の

あり方というものが確立されてきたわけですが、それ

で私、申し上げたいのは、それぞれの市村の団のあり

方というものがあったわけですが、今回の合併によっ

て、久慈市と山形村が消防団もスムーズに合併された

ということで、団の幹部、それから市ご当局の指導も

あって順調に団のすり合わせがなされ、来る25日には

特別点検ということで、夜、議会を終わって帰るとき

にグラウンドで地元の消防団員が訓練に励んでおる姿

を見て、大変感動を覚えております。 
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 そこで、先ほどの八木巻委員さんの質問もありまし

たが、何と言っても団員確保、それがこれからの大事

な問題だというふうに思いますが、バランス的な面も

あろうかと思いますが、考えてみますと、この消防精

神というものは、今、地方分権が国を挙げて叫ばれて

おるわけですが、もう既に60年前から今日までそれを

消防が担って実践しておる、いわば地方分権の原点の

あり方というふうにも認識されるだろうというふうに

思います。それで、実は久慈市、旧山形村にもかつて

は大きな災害が発生し、その都度それに対応する新し

い体制づくりで今日があるわけですが、旧山形村では

44年に3,200ヘクタールの山林が焼失し、23戸の民家

が焼けた記憶がいまだにあるわけですが、そのときに

当時の幹部の皆さんがその実態に合わせて協力隊とい

う協力会の組織を立ち上げたわけでございます。定数

も当初は消防団員と同じくというような体制だったわ

けですが、拘束的なものもない組織ですから、それで

も今日までこの山形村の消防団の中の誇りは協力隊の

あり方と、そういったものを我々も市民として自慢の

種になっておるわけですが、どういう災害に対処する

にも、官の方で叫んでも、やはり住民がそれをいかに

理解するかなわけですが、そういった面では協力隊の

あり方というものが、それぞれの地域において防災意

識の高揚につながる。いざというときももちろん活躍

するわけですが、各地域に分散しながらその方々が日

常の地域の人たちに呼びかける、そういったものが大

事な役割をしておるというふうに思うんですが、この

際申し上げますが、消防団員も村民人口に比較して高

いわけですが、協力隊の組織も比較しますと、久慈市

は若干足りないと、もっとそういう面ではそっちにも

充実強化を図っていただきたいものだなというふうに

思うわけですが、将来の消防団のあり方というものを

含めながら、その点についてのご答弁をいただきたい

というふうに思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 東消防防災課長。 

○消防防災課長（東孝一郎君） 消防団員の確保とい

うことと、協力隊の強化といいますか、件でございま

すけれども、確かに消防団員の確保に向けまして鋭意

努力をしているところでございますけれども、消防団

の組織にありましても、20年３月31日までには組織の

再編といいますか、それを行う予定でございまして、

出動範囲の見直しとか、そういったもので再編をして

いくと、それに伴って消防団の確保もあわせて実施し

ていくというような形で協議をしているところでござ

いますし、また、ご指摘のとおり旧久慈市の協力隊に

あっては４隊しかございません。旧山形村にあっては

それぞれの分団、８個分団ございまして、それに八つ

の協力隊があるというふうな状況でございまして、や

はり婦人の果たす役割といいますか、これも非常に大

きなものがございますので、これは婦人協力隊の組織

につきましても、検討させていただきたいなと思って

おります。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 谷地委員。 

○谷地忠一委員 今日までも何回も検討された事項だ

と思うんですが、先ほど申し上げたように、その辺は

変化がないという実態ですから、こういった機会に同

じく山形村と久慈市が合併したわけですから、こうい

った機会にそういったものを実現するように、一歩踏

み出すような形でお取り組みをいただきたいというふ

うに思います。 

 なお、具体的な数字も挙げながら、若干ご質問した

んですが、ちょっと時間をいただきたいんですが、先

ほどお話があったように、消防団員の団員の中に役場

職員も山形村には32名ほど籍を置いておるわけですが、

それも特徴的なことだというふうに説明があったわけ

です。私は、消防防災という形で市を挙げて取り組む

には、みずから職員もそういう立場に立ちながら守る

という姿勢のあらわれだというふうに私はそう思うん

ですが、新市においてもそういった考えを持ちながら

取り組むかどうかという点も含めてご答弁をいただき

たいんですが。 

○委員長（桑田鉄男君） 末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 防災に強いまちづく

りというのにつきましては、久慈市の目指すところで

ございます。したがいまして、婦人消防協力隊も含ん

で、その体制の強化というものは進めていかなければ

ならないと思っております。また、職員につきまして

も、私どもはこれまでも消防団に入団するということ

については奨励しておりますし、これからも進めてま

いりたいと思います。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑を打ち切ります。 

 10款教育費説明を求めます。末﨑総務企画部長。 

○総務企画部長（末﨑順一君） 92ページの下の方に

なります。10款教育費、１項教育総務費でありますが、
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１目教育委員会費は313万8,000円を計上。２目事務局

費は教育委員会事務局経費ほか23件、１億7,292万

4,000円を計上。94ページになります。３目教員住宅

費は338万3,000円を計上。４目教育職員研修費は32万

円を計上。５目教育研究指導費は教育研究所運営費ほ

か15件、3,373万3,000円を計上。教育総務費は、合わ

せて２億1,349万8,000円を計上いたしました。 

 96ページになります。２項小学校費でありますが、

１目学校管理費は３億1,054万4,000円を計上。主な事

業としましては、長内小学校等の学校施設耐震診断・

補強事業費4,685万7,000円などであります。２目教育

振興費は教材設備費ほか６件、8,362万1,000円を計上。

３目学校建設費は来内小学校の改築に向け、実施設計

を行う来内小学校改築事業費630万円を計上。小学校

費は、合わせて４億46万5,000円を計上いたしました。 

 ３項中学校費でありますが、１目学校管理費は２億

5,198万2,000円を計上。主な事業といたしましては、

99ページになります。大川目中学校等の学校施設耐震

診断・補強事業費8,930万円などであります。２目教

育振興費は教材設備費ほか４件、6,519万5,000円を計

上。中学校費は、合わせて３億1,717万7,000円を計上

いたしました。 

 ４項社会教育費でありますが、１目社会教育総務費

は社会教育委員活動費ほか25件、２億5,395万1,835円

を計上。100ページになります。２目公民館費は4,494

万2,000円を計上。３目図書館費は2,369万2,000円を

計上。４目文化会館費は運営管理費ほか１億1,835万

1,000円を計上。102ページになります。５目三船十段

記念館費は1,854万8,000円を計上。６目山村文化交流

センター費は3,299万7,000円を計上。社会教育費は、

合わせて４億9,248万1,000円を計上いたしました。 

 104ページになります。５項保健体育費であります

が、１目保健体育総務費は１億8,294万2,000円を計上。

主な事業といたしましては、柔道のまちづくりを推進

する柔道タウン推進事業費315万1,000円、三船十段杯

争奪柔道大会経費163万1,000円などであります。２目

野球場施設費は599万4,000円を計上。３目学校給食費

は３億9,377万円を計上。主な事業といたしましては、

学校給食センターの改築に向け、地質調査等を行う学

校給食センター建設事業費645万8,000円などでありま

す。106ページになります。４目Ｂ＆Ｇ山形海洋セン

ター費は815万円を計上。保健体育費は、合わせて５

億9,085万6,000円を計上いたしました。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 質疑をお受けします。小野

寺委員。 

○小野寺勝也委員 それでは、何点かお聞かせをいた

だきます。まず第１点は、ただいま説明ありましたけ

れども、小・中学校の耐震診断の実施及び補強工事を

する学校ですね。それから、学校給食センターの調査

をするということですが、その予定場所。 

 第２点は、過般の一般質問で触れましたけれども、

山形小学校の用地問題についてお尋ねいたします。改

めてお尋ねいたします。この校舎の敷地は戦前から現

在まで建設場所については基本的に同じ場所であると、

変わりがないというふうに思っているわけですけれど

も、間違いございませんか、第１点。 

 第２点は、いわゆる資料の提示を求めたわけですが、

昭和48年４月の用地に関する土地賃貸借契約書及び覚

書の存在、確認できたでしょうか、まずお聞かせくだ

さい。 

○委員長（桑田鉄男君） 宇部総務学事課長。 

○総務学事課長（宇部辰喜君） ただいまの耐震診断

の補強工事の予定ということでございますが、補強工

事が必要な学校ということでございますけれども、久

慈湊小学校、それから長内小学校、あと宇部小学校、

山形小学校、大川目中学校、三崎中学校、宇部中学校

となっておりまして、18年度に予定しております補強

工事でございますが、長内小学校、宇部小学校、大川

目中学校の３校でございます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） 給食センターの建設予定

地の考え方でございますが、現在のところ教育委員会

といたしましては、旧久慈商業高校の一角に建設を予

定したいというような考えを持ってございます。 

 それから、山形小学校の用地問題の関係でご質問、

２点ばかりいただきましたけれども、１点目、建設場

所につきましては、昭和47年と48年２カ年にかけて校

舎と体育館を建設しておりまして、ほぼ同じ場所に建

っているというふうに認識しております。ただ、体育

館部分のところについては、少し建設分については縮

小になっているかなというようなことを確認してござ

います。それから、48年４月１日の関係で用地の賃貸

借関係の契約書、それから覚書については承知してい

るということでございます。これについては確認する
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ということでお答え申し上げておりましたけれども、

私どもとすればその契約そのものについては甲、要す

るに、旧山形村と所有者の方々の賃貸借契約というふ

うには承知しておりませんので、現在のところその分

については、過般ありました裁判の関係で、その中の

資料の中に存在するというふうには承知しております。

以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 48年の契約書及び覚書については、

確認できないということでありますけれども、例えば

この問題が顕在化し、一定の交通整理がなされたとい

うのは58年ですよね。その段階で、当時の行政相談員

が当時の教育委員会に出向いて、その契約書及び覚書

を求めたら出てきたというような話もあるわけで、確

認できなかったというのは非常に不本意でありますが、

いずれ次の問題に移ります。 

 それでは、昭和58年10月に教育委員会から提出して

いただいた資料にもあるとおり、58年10月に当時47年

から50年までの1,718坪分の土地の借地代ですね、借

地料が310万9,000円支払われているわけですけれども、

これは支払い先は土地名義人なのか、それとも地権者

なのか、どちらなのか、そして及びその理由をお示し

ください。 

 さらに、このときに同じく教育委員会から提示をい

ただいた、資料としていただいた山形村立山形小学校

用地賃貸借計算書の資料によると、ナンバー１、ナン

バー２、ナンバー５までありますね。あるわけですが、

このときにナンバー２、248坪、ナンバー３、678坪の

土地借地代は昭和58年分まで支払われています。その

後、ナンバー２については村が地権者から買収をして

いる。ナンバー３は地権者に返還をしているわけです

が、ここに資料にあるナンバー１、535坪は昭和51年

以降、ナンバー４、60坪及びナンバー５の197坪は、

53年以降、土地の借地代が支払われていないことにな

っています。これはどういう理由によるものでしょう

か。教えてください。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） ただいまのご質問は、昭

和58年10月１日に締結された約定書というものの添付

書類の中の話かなというふうに承知しておりますが、

これにつきましては、３人の方に賃借料ということで

はありませんが、補償費という形でお支払いをしてい

るというふうに承知しております。それは、清水邦雄

さん、内久保弘子さん、清水吾一さんというお三方と

いうふうに承知してございます。この理由については、

登記簿上の所有者にお支払いをしているというふうに

承知しております。また、ナンバー１の部分535坪の

ところでございますが、これについては昭和50年、47

年から53年までの部分の賃借料ということで算定をし

て補償費が支払われているということになっておりま

して、これは50年３月24日に売買の契約がなされてい

るというふうに承知してございます。それから、ナン

バー２、ナンバー３につきましては、昭和47年から57

年までの部分について賃借料があったというようなこ

とで計算をされまして、補償費としてお支払いをして

いたということで、ナンバー２については、昭和58年

10月１日付で買収をしていると、またナンバー３につ

きましては58年度に返却をしているということになり

ます。それから、ナンバー４、ナンバー５でございま

すが、ナンバー４につきましては昭和47年から52年ま

で賃借料の積算をしてございまして、これまた補償費

という形でお支払いをしているということになってお

ります。ただ、私どもの方でも調べましたんですが、

ナンバー４、ナンバー５につきましては、昭和53年か

ら57年までについては取り扱いはどういうふうになっ

ておったかというのは不明でございます。ただ、ナン

バー４につきましては、昭和58年４月１日に63年３月

31日までの期限で無償で当時の地権者からお借りをし

ているという契約書がございます。それから、またあ

わせて昭和58年にナンバー５を返却をしたというふう

なことが類推されます。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 結局、この昭和50年までの、

1,718坪ですか、その全部の賃借料については、いわ

ゆる地権者、登記名義人ではない地権者に全部借地料

を払われていますね。それは借り上げ料にしろ補償金

名目にしろ。ところが、村は50年３月には50年までは

借り上げ料、補償金、名目はニュアンスは違いますが、

払っておって、50年３月には登記名義人から買収して

いると、この違いは、例えばその間に所有権の問題と

か、あるいは権利設定の問題とか、何か動きがあった

んですか。動きがあったということであればわかりま

す。動きがなくて何でそういうことが50年までは補償

金、あるいは借り上げ料で、今度は50年３月には買収
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すると、これは明らかな自己矛盾じゃないですか。 

 もう一つ、今度はいわゆる土地名義人と地権者双方

が存在する。その点で言えば、ちょっと今では考えら

れないような状況だけれども、同じような状況にあり

ながら、一部は土地名義人から買収をしている。一部

は地権者から買収をしている。この違い、区別、理由

は何ですか。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） これにつきましては、な

ぜ58年10月１日に約定書が出てきたかというところの

ことになろうかと思いますが、昭和47年の校舎改築の

際、それぞれ地権者と村とのやりとりがあったという

ふうに承知しておりますが、そのいきさつ、詳細につ

いては私どもは承知しておりません。ただ、ここのと

ころで借地料をお支払いするというのは、あくまでも

私どもとすれば地権者、要するに、登記名義人、登記

上の所有者に対してお支払いをしておったというふう

に承知しております。以上でございます。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員。 

○小野寺勝也委員 私が言いたいのは、その土地にで

すね、登記簿上の名義人と、いわゆる事実上の地権者

ですよね、とされる人ですよね、それが存在するもと

で、地権者からなぜ買収するんですか、その論法から

言ったら。あるいは地権者になぜ賃借料を310万9,000

円も払うんですか。書類上の、あるいは登記簿上にか

かわって、書類の作成上、土地名義人に書くんだけれ

ども、書くということはあり得るでしょう。しかし、

実際の支払い先はこうだよというような相互関係で処

理するというのならわかります。ところが、いい悪い

は別にして同じような双方の名前がある中で、あると

きまでは賃借料を払う、そして翌日には名義人から買

収をする、あるいは同じ状況にあって土地名義人から

買収する、今度は同じ条件にありながら地権者から買

収をする、明らかに自己矛盾じゃないですか。これを

調べてわからないというのは困るんですよ。私は、50

年以前だったら、まあわからないのであればいいです

よ、しかし、50年以降についてはあんた方は答弁して

いるわけでしょう。わからないでは、しかも、過般の

一般質問で質問しているわけですから、今まで調べる

時間あったわけですから、もしわからないとするなら

ば調べて答弁するというのが、それが説明責任という

のではないですか。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） これにつきましては、過

般、判決が出ました、仙台高等裁判所の判決が出まし

た内容で読み取らせていただきましたけれども、地権

者、それから、それにかかわる方々に権利の認識とい

いますか、権利状態についてはいろいろ行ったり来た

りがあったというふうには記載しておりますが、私ど

もの方でこの売買関係については、あくまでも登記簿

にある所有者に対して契約をして、お支払いをしたと、

こういうふうに承知しております。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 小野寺委員に申し上げます。

発言をとめるものではございませんが、直接18年度の

教育予算に関して質問をしたい委員の方もあろうかと

思いますので、簡潔にお願いをいたします。 

○小野寺勝也委員 ……じゃなくて現在に関係してい

るから話を聞いている。今、次長は、あくまでも土地

名義人、登記名義人との関係と言いましたね。それで

は、58年のこれはナンバー２ですか、買収しています

ね。この人は土地名義人ですか。そうすると、先ほど

の次長の答弁だというと、この58年10月の地権者から

の売買契約書、そして買収した行為そのものが行政と

して問題だった、誤りだったということになりません

か。委員長、いたずらに長くするわけじゃないんです

が、やはり最小限問題点を詰めたいがためにお聞きし

ているので、よろしくお願いします。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） ナンバー２につきまして

は、その当時、売買したときは14番の７ということで

820.86平方メートルを868万円で売買したというふう

に契約書にはございます。これについては、内久保弘

子さんという方と契約を結んでお支払いをしたと、こ

ういうふうにありますので、これについては私どもは

内久保さんという方が所有者であったと、書類上の所

有者であったというふうに承知しております。 

○委員長（桑田鉄男君） 濱欠委員。 

○濱欠明宏委員 答弁と質問のやりとりの中でナンバ

ー２とか、我々全くわからないのを当事者でやってい

るというのは、委員会としてはうまくないですよ、や

はり。仮に資料を提出してやりとりするならば、委員

会のみんなに資料を配る形の中でやりとりをするとか、

委員会で質問している人は何を詰めたいかわからない

けれども、この辺やはり整理して委員長ね、やってい



－97－ 

ただかないと。議事進行でした。 

○委員長（桑田鉄男君） 山内市長。 

○市長（山内隆文君） 教育委員会とすれば、さまざ

まな資料、これを探しながら懸命に事実関係に努めて

いるところでございますが、その資料をなかなかに探

し得ないという状況もあることも確かであります。し

たがって、私ども教育委員会は裁判の内容等々につい

て、ここから推察をしたりとか、あるいは聞き取り調

査をしながら答弁を申し上げているというところでご

ざいます。先ほど小野寺委員は本年度予算にかかわっ

てと、確認したいことがあるということでございます

けれども、まずはその点を明らかにしていただければ、

そこから私どもお答えする用意はあるのかなと、こう

思います。 

○委員長（桑田鉄男君） 暫時休憩いたします。 

午後４時41分   休憩 

──────────────────── 

午後４時47分   再開 

○委員長（桑田鉄男君） 休憩前に引き続き委員会を

開きます。 

 歳出、10款教育費の質疑を続行いたします。小野寺

委員。 

○小野寺勝也委員 先ほど次長から答弁いただきまし

たけれども、結局土地の借り上げ料の支払い先、それ

から土地の買収にかかわって、いわゆる登記簿上の名

義人と事実上の、実際上の地権者、この双方が存在す

るということが問題を複雑にしているということだと

思うんです。そこで、余りくどくしませんが、この問

題での旧山形村としての一定の交通整理をしたものが

ございます。それは昭和58年の当時の村長が、議会に

対して諸般の報告という形で行っているのがございま

す。この分についてちょっと、これを前提にして再度、

１点質問させていただきます。「１、山形小学校の改

築運動が始まって以来、地権者から返還するよう要請

されたが、適地がないということで無理にお願いをし、

建築してきたこと。２、当時地権者と建築委員会並び

に部落総代が山形小学校用地賃貸借契約を締結してい

るものの、地区民の反対のため履行されていないこと。

３、地域民からは学校用地に対して住民が負担するの

は適当ではなく、全額公費負担が当然であるとして反

対運動が展開されたこと。４、川井部落会では小学校

の敷地料は村と協議の上、解決するということで、部

落負担を求めていないし、地権者にも一切払っていな

いこと。５、川井部落会と反対同盟から村は学校用地

を公費負担で解決してほしい旨の請願書が議会に提出

されたこと。地権者は47年来、村に対して賃貸借契約

を結び、敷地料支払いを督促していること。これらの

ことを勘案し、次の方法により解決することが現状に

おいて最もよい方法であると考える」と、村長が言っ

ています。そして続けて、「すなわち47年度以降の敷

地料については、総合センター並みの賃借料に見合う

額を補償すること。58年度分については、賃貸借契約

を結び返還まで月割り計算で支払うこと。学校管理上、

必要な面積は建て坪率、日照等の条件に照らして必要

面積を村が購入し、残地は地権者に返還すること。旧

山形中グラウンドは山形小学校グラウンドに振りかえ

て使用する。以上の点で、地権者内久保弘子氏と合意

に達したので、今回の補正予算に所要の額を計上いた

しました」と、こういうことで、昭和47年の改築以来

続いていた問題の、いわゆるその段階で一定の交通整

理がこういう形で収れんされたわけです。 

 ですから、こういう事情を踏まえて、改めてお尋ね

をしますが、その50年まで、あるいは58年度まで村が

内久保さんという方に賃借料を払ってきた事実。それ

から、58年の10月には内久保さんから学校用地を買収

している事実。この事実は変わりはない。消しようが

ない。そして、この時点でもこの方は登記簿上の名義

人ではない。しかし、借り上げ料、買収代金を払って

いると。この事実には間違いはないでしょう。先ほど

の次長の答弁との整合性も含めて、これは正確に答え

ていただかないと困ります。 

○委員長（桑田鉄男君） 大湊教育次長。 

○教育次長（大湊清信君） ただいまの山形の議会の

広報紙61号での村長の諸報告というところでのお話だ

と思います。実はここのところは、昭和58年10月１日

に約定書を結んで、これまでの賃借料を補償金として

お支払いをしたいということの取りまとめをすると、

約定書を取りまとめるための条件がこれこれこういう

ことでしたという説明の内容でございます。これをも

とにして、土地所有者、それから現土地所有者、それ

から前土地所有者というお三方と契約をしたというふ

うな内容でございますが、実はこの中に昭和58年３月

31日以前、要するに、契約日以前の関係については一

切異議を申し述べませんという１項目もございます。
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これらのところで58年３月31日以前のことについては、

すべてお互いに認め合ったというふうな内容というふ

うに承知しております。これについては、実は大変申

しわけないんですが、お名前申し上げて大変申しわけ

ないんですが、清水邦雄さんとか清水吾一さん内久保

弘子さんの中、そこのところお三方の中で権利関係が

行ったり来たりしたというふうな内容があったようで

ございますが、それについてはこのお三方で解決をし

てほしいというふうなことでこの約定書が結ばれてお

ると、それらのところで補償という形でお三方に金額

をお支払いしたというふうになろうかと思います。で

すから、そこのところで区割りがされていました、五

つの区分されておりましたナンバー１からナンバー５

については、それぞれの取り扱いがあったというふう

に承知しております。そういうところで売買も、この

約定書についてもお互いに私的な契約でございますの

で、了承したと、両者了承して、正当に結ばれ、正当

に土地の権利の移動があったというふうに承知してお

ります。また、これについてはさきに仙台高裁、18年

４月27日に判決が出ておりますが、その中ですべての

内容を検証されておりまして、ここのところは特に問

題とするべきものはないというふうな私どもの方では

判決文の内容の中で承知しております。以上です。 

○委員長（桑田鉄男君） 濱欠議員。 

○濱欠明宏委員 ちょっとまた議事進行になるけれど

も、今のやりとりが、この18年度予算のどこでどうい

うふうに関係あるの。そこまでちょっと説明していた

だかないと、何だか30分ぐらいやりとりがうまくない

んだよな。答弁する側も言っているんだから、18年度

予算との兼ね合いで、最後まとめてもらわないと、一

般質問でないんだから、この予算委員会は。そこをや

はり整理してもらわないと。 

○委員長（桑田鉄男君） 18年度予算とのかかわりに

ついては、質問者の方から学校用地というお話でござ

いました。 

〔発言する者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） そういうことで、休憩のと

きに小野寺委員、大湊教育次長に来ていただきまして、

このことについてはやはり18年度予算とのかかわり、

まだお互い質問、答弁、これは平行線という状況でご

ざいますので、しかるべきところで、また再度やって

いただきたいと、今の件については、今の小野寺委員

の質問でおさめていただきたいということでお話をし

てございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 

○委員長（桑田鉄男君） この際、お諮りいたします。

本日の審査はここまでとし、明21日に審査を行うこと

にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（桑田鉄男君） ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。明21日の委員会

は午前10時から開きます。 

 本日はこれで散会します。大変ご苦労さまでござい

ました。 

午後４時58分   散会 


