
－83－ 

第22回久慈市議会定例会会議録（第３日） 
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    午前10時00分   開議   

○議長（宮澤憲司君）  ただいまから本日の会議を開

きます。 

 この際、昨日の小野寺議員の関連質問に対する保留

中の答弁を求めます。村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  昨日の小野寺議員の関

連質問で保留としておりました地元産材の利用促進に

係る補助のあり方についてお答えをいたします。 

 文部科学省の補助制度では、校舎の木造施設整備に

当たり、木材の調達や乾燥など工事期間を確保する必

要がある場合は、ご指摘のとおり２カ年の事業とする

ことが可能となっているようであります。 

 他の事業においても、複数年の補助制度を要請すべ

きとのご提案をいただきましたとおり、公共施設整備

における地元産材利用の拡大を促進する観点からも、

補助制度の拡充について、全国市長会等を通じて要望

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  これより本日の議事日程に入

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（宮澤憲司君）  日程第１、一般質問を行いま

す。 

 順次質問を許します。６番藤島文男君。 

    〔政和会代表藤島文男君登壇〕 

○６番（藤島文男君）  所属する会派、政和会を代表

して、市長及び教育長にお尋ねします。 

 平成18年３月に旧久慈市、旧山形村と合併、新久慈

市誕生４年経過したわけでありますが、「夢・希望・
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未来に向かってひと輝くまち」これを目標にしながら

山内市政が５年目を迎えるわけであります。３月の市

長選挙で市民の審判を受け、見事に当選された山内市

長に対して祝意を申し述べます。 

 本年の大きな目標は、「ひと輝き活力みなぎる久慈

市」を目標に、第２期目がスタートを切ったわけであ

ります。 

 ６月６日の本議会において市長の所信表明演述があ

りました。久慈総合計画六つの基本方針を柱としなが

ら順次、本年度の基本方針が表明されたわけでありま

すが、そのうちの一つ目として、所信表明に関連する

ことで、一つは、市制施行５周年記念事業の内容につ

いて、どのような記念式典あるいは各種事業を計画な

されているかお伺いします。 

 二つ目は、アメリカのフランクリン都市との姉妹都

市提携50周年の節目の年の事業内容について、市民の

参加をできる事業計画とのことでありますが、この式

典のセレモニーをはじめ各種内容等について、その計

画についてお尋ねします。 

 三つ目は、岩手県県北地域産業活性化協議会との連

携の考え方について伺いしますが、雇用機会の創出を

目的としたいわゆる県北８市町村で構成するこの協議

会のあり方、連携、これらについて具体的に考えをお

伺いします。 

 ４点目は、体験型教育旅行の推移と拡大策について

お尋ねします。 

 体験型観光の推進あるいは体験型教育旅行等の用地

については、平庭高原、内間木洞、小袖海岸などの観

光資源及び古くから伝承されている生活文化などの地

域資源を活かした農林なり、あるいは漁業、あるいは

自然体験、生活文化体験など、いわゆる体験型の観光

推進を図るとこういうことでございますが、細部にわ

たっての考え方、ご説明をいただきます。 

 ５点目は、交流と連携の推進における食文化を通じ

た交流・連携の内容についてお尋ねします。 

 交流と連携の推進については三圏域連携懇談会ある

いは三陸沿岸都市会議、及び久慈市広域行政研究会な

どを通じた社会整備の取り組みや、周辺企業誘致制度

など共通課題に取り組みながら観光や食文化などを通

じ、交流・連携を努めていきたいと、こういう所信表

明でありますが、その内容についてもお伺いします。 

 大きな２点目は、津波避難対策についてお尋ねしま

す。 

 津波対策は、そもそも国なり県、あるいは市の三者

が一体となって対策が講じられることがより効果的、

より安全性が高まるものと思われますが、この国・県

あるいは市との関係について、具体的にはどういう方

向で取り組んでいくかご所見をお伺いいたします。 

 ３点目は、地上デジタル放送対策について２点お尋

ねします。 

 一つは、難視聴解消に向けた共同受信施設の改修あ

るいは新設、整備などの状況をお伺いします。 

 ２点目は、世帯数が数戸というような小さな集落な

どにおける立地環境条件等から難視聴地帯が当然想像

されるわけですが、その解消策についてもお尋ねしま

す。 

 大きな四つ目は、ふれあいサロン事業についてお尋

ねします。 

 ふれあいサロン事業の現状については、それぞれ

個々の認識は持っているはずですが、このふれあいサ

ロンの事業そのものがこれからの高齢化社会、あるい

は孤立化されていく老人家庭など、さまざまな分野に

おいて引きこもりをなくする、なるべく交流を図って

いくような目的もあろうと思いますが、このサロン事

業の現状についてお伺いします。 

 ５点目は、障害者支援新法についてお尋ねしますが、

そもそもこれは障害者自立支援法という法律でありま

すが、障害者のこれからの保護なり保障なり面倒を見

ていくというような観点から、現在のこの法律につい

て、いわゆる利用者負担から能力負担へ変えていった

ほうが適切ではないかというテーマを大きく掲げなが

ら、新法の制定に国会のほうで取り組んできてるわけ

ですが、肝心の本会議において、現在の国会情勢の中

で廃案になった経過がありますが、かといってこの障

害者自立支援法がなくなったわけではありません。こ

れらの整合性と将来の方向、見通しについてお尋ねし

ます。 

 ６点目は、戸別所得補償制度についてお尋ねします。 

 昨年、政権が交代し、農業に対する物の考え方、基

本的に大きく変わってきていると思われます。そのう

ち農業者への戸別所得補償制度そのものがどういう形

で真の農家の手助けになるのか、支援になるのか、幾

分納得、理解できない部分もありますが、市の対応と

して、その戸別所得補償制度について、どのように対
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応をしているのかお伺いをいたします。 

 ７点目として、山根生活改善センターの水洗化につ

いてお尋ねします。 

 山根生活改善センターは、地区の方々は支所と言っ

たり、あるいは公民館というように呼称をしているよ

うでございますが、トイレの造られたのはたしか昭和

52年と思いますが、木造平屋建ての古い建物になって

おりますが、久慈市 後のくみ取り方式だということ

で、文化あるいは伝承さまざま、歴史のルーツなる山

根町において、依然としてくみ取り式ということで、

地域の方々に不便をかけていることについては、行政

の責任の中において、 後に残されたくみ取り式の山

根公民館の水洗化については、行政責任において速や

かに水洗化できるような善処方策についてお伺いする

ものであります。 

 ８点目は、口蹄疫の対応についてお尋ねします。 

 本年４月に宮崎県で発生した口蹄疫については、毎

日のように新聞、テレビで報道されておりますが、ど

の時点でミスがあったかどの時点で努力が足りなかっ

たかはそれは別として、宮崎県において非常に苦労し

て、きょう現在においてもさらに口蹄疫の発生した市

町村が５市６町村に及んでいると言われております。 

 そもそもこれらの、インフルエンザでもそうですし、

口蹄疫でもそうですが、危機管理の体制というものが

すべての運命を決定すると、このように言って差し支

えないと思います。当市において、具体的にどのよう

にとる予定、あるいはとってきたのか、お伺いしたい。 

 ちなみに、５月21日は、県産業会館において、それ

こそ県を中心とした連絡会議が催されて対応策が検討

され、各市町村及び農協あるいは畜産関係者の方々が

一堂に会して対応策をとったわけでありますが、当市

においてもどのような対策を講じるかもあわせてお伺

いします。 

 ９点目は、宇部川地区の圃場整備についてお尋ねし

ます。 

 この宇部地区の圃場整備については、進捗状況並び

に今後の見通しについてお尋ねする前に、隣の隣接す

る野田村との関係がありますので、大川目町のような

例にはなかなかスムーズにいかない部分があろうかと

憂えるものであります。端的に言いますと宇部町に居

住する方が実際の田んぼは野田村に所有してる。ある

いは野田に居住をする方が宇部町に田んぼを持ってる

というような方もいらっしゃるわけでありますが、そ

れぞれの村と、私どもの久慈市との関係、行政の違う

分野において境界線の入り組んだ中でのこの事業につ

いては若干の難しさがあろうかと思いますが、行政が

その調整役となって、スムーズなこの整備事案が推進

されていくことを期待すると同時に、どういう方向で

この圃場整備事業を完成させていくのか、行政の指導

方針について確認させていただきます。 

 10番目は、大川目地区の一般農道についてお尋ねし

ます。 

 まさに今９点目で申し上げた宇部川地区と同じ趣旨

ですが、圃場整備事業にあわせて大川目地区が一般農

道整備事業で整備されているその完成と供用開始の見

通しについてお尋ねしたいと思います。 

 おかげさまで大川目地区においては、畑田地区の完

成をすればスムーズに供用開始できるのではないかと、

私個人的にはそのようにご期待申し上げております。

その見通しについてお尋ねします。 

 11番目は、いわて森のトレーについてお尋ねします。 

 森のトレーの訴訟審決を受けて、これまでの総括と

裁判の見通しについてお尋ねするものでありますが、

この問題については等しく市民が重大な関心を持って

る事柄であり、その成り行きを極めて注目しているわ

けでありますが、しょせん民事裁判のことですから、

その結果がどうとか、勝ったとか負けたかということ

をこの場においては議論できない筋のものであります

ので、新聞報道による９月に結審されるという見通し

だという報道がありますので、その範囲内で見通しに

ついてお尋ねしたいと思います。 

 12番目として、観光行政についてお尋ねします。 

 やませ土風館の入り込み増大策と北限の海女を活用

した観光振興策についてお伺いしたいと思います。 

 やませ土風館も私が見る限りでは賑わいを呈してお

り、かなりの客もおいでになってくれるように見受け

られますが、今後一層その客の増大図っていくために

具体的な施策、方針、方向性というものについてお尋

ねしたいと思います。 

 13点目が小屋畑地区の橋梁新設についてお尋ねしま

す。 

 市道上長内線の上流側が行き止まりになっておりま

す。市道上長内橋のこの線に接続する橋梁の新設が必

要と思われますが、特にあの地区は鉄砲水で苦労した
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過去の経験があります。あるいは消防車両も渡れない、

あるいは緊急車両等が45号から逆に入れない。あるい

は45号に入れないというような、ある意味での難所不

通地帯になってるわけですので、この解消はぜひ必要

かと思われますので、その考え方についてお尋ねしま

す。 

 14番目が長内中学校通学路の歩道整備についてお伺

いします。 

 市道上長内の日吉町線の歩道設置の進捗状況と今後

の見通し、スケジュールについてお尋ねしますが、言

うまでもなく生徒の通学路の安全という部分について、

一刻も中断することのできない喫緊の課題であろうと

そのように思います。予算、その他の問題も当然ある

でしょう。しかし、 優先に取り組んでいかなければ

子供の安全・安心の通学確保できない。そのような憂

えるがゆえに今後のスケジュールについてお尋ねしま

す。 

 15番目は、市道間木平線についてお伺いします。 

 市道の間木平線の今後の改良見通しについて、現時

点でどのようにとらえて、今後どう改良を進めていく

のか具体的にお尋ねします。 

 16番目が久慈北道路についてお尋ねしますが、八戸

久慈自動車道久慈北道路の進捗状況についてお伺いす

るものであります。 

 そもそもこの高規格幹線道路の八戸久慈自動車道に

ついては、八戸南環状道路、あるいは八戸南道路が一

部供用開始されておりますが、久慈北道路が整備計画

区間として新規事業採択されたことから、さらなる事

業の進捗を目指して、久慈北道路の早期の本格着工と、

侍浜地区から青森県の階上町までの基本計画区間から

整備の計画区間への早期の格上げということについて、

精いっぱい取り組んでいただきたい。そしてその見通

し、現状はどうなっているかあわせてお尋ねするもの

であります。 

 17番目が県道の改良整備についてであります。その

１点は、県道野田山形線橋場地区の改良整備の見通し

についてお尋ねします。 

 ２点目は、県道野田長内線の改良整備に向けた取り

組み状況もあわせてお伺いします。 

 18番目は、中央公民館枝成沢分館の案内板設置につ

いてお伺いします。 

 本年の３月をもって枝成沢小学校が廃校となり、そ

れぞれ教育委員会、皆様方の非常なご苦労をなされな

がら中央公民館の枝成沢分館として残ることができて、

地区の方々は大変喜んでおります。それは大変ありが

たかったし立派なことですが、残念なことに、私ども

のように毎日往来している者はわかりますが、もちろ

ん地域の方もわかるんですが、他の往来する方々につ

いて、一体中央公民館枝成沢分館はどこなんだ、いう

部分については不案内な現状であります。 

 そういう意味から、従来あった枝成沢小学校の案内

板のような様式、形態はいずれでも結構ですが、検討

の上、その看板の設置についてぜひご理解いただき、

実現可能なようなご期待を申し上げるものであります。 

 19番目に、久慈城址の整備についてお尋ねします。 

 いわゆる久慈城の跡、歴史のあるこの久慈城の跡が

今日までどのように取り組まれてどういう結果をたど

っているか、地元の私にも恥ずかしながらわかりませ

ん。その場所はどこなのかと、どれぐらいものでどう

いう形をしていたか。一向にその存在が不明確な部分

があります。せっかく立派なボードを立てて案内する

以上、しかも久慈市の歴史を語るときに避けて通れな

い久慈市久慈城址の跡地の今後のあり方について、ど

ういう方向、どういう位置づけで取り組んでいくかあ

わせてお伺いするものであります。 

 後20番目ですが、市営球場について２点お尋ねし

ます。 

 平成28年度岩手国体における柔道あるいは軟式野球

の会場が選定されたというふうに伺っておりますが、

５月の11日から全日本軟式野球連盟の会場視察におい

でになった方々が、この大会会場に向けての何か助言、

その他の内容をありましたなら、どういうことのお話

があったのか、差し支えなければそれを公表していた

だきたい。 

 ２点目は、新しい野球場建設に向けて構想を具体化

すべきと考えているわけですが、市長が所信表明演述

の中で、「生涯スポーツの振興については、市民のだ

れもがスポーツも身近な文化、生活文化として気軽に

親しむことができる環境の整備に、整備充実に努める。

生涯スポーツと社会の実現を目指します」とこのよう

に話されております。 

 また、競技スポーツの振興についても「各種競技団

体と連携をとりながら各種大会の開催や県内外の選手

派遣などをはじめ指導者の育成、選手の育成、強化な
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どを図って競技人口の拡大、あるいは競技力の向上に

努めていきたい。」とこのように申されているわけで

すが、だとするなればこの野球場というのはただ単に

スポーツの会場ではない。ここで各種スポーツに励む

ことはもとより、当然野球場ですから野球がメーンと

なるわけですが、ここに来る各種大会等開くことによ

って、応援する者、励ます者、一般の観戦する方々の

往来も非常に多くなってくる。ひいてはそれがいろい

ろの旅館なり、あるいは食堂なりさまざま、弁当屋さ

んなり、いい方向で波及の効果も大きくなってくると

思います。長い間、県の大会、公式の全国大会の予選

もままならないような球場をこのまま温存黙視してい

ることが本当のスポーツの振興にはならない。まさに

あと岩手国体が５年近くでは期間はありますが、この

間に何とか方向性を見出して、本当にスポーツを通じ

た輝く久慈、久慈市のまちづくりに努力していただく

ことをご期待申し添え、質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  政和会代表、藤島文男議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、市長所信表明演述についてお答えをいたし

ます。 

 まず、市制施行５周年記念事業についてであります

が、今年度は旧久慈市と旧山形村が合併して５周年を

迎えますことから、３月に予定しております記念式典

の開催をはじめ、冠事業として７月の海上自衛隊護衛

艦入港による体験航海や10月の葉加瀬太郎コンサート

などなど各種事業の実施や新市の花・鳥・木の制定に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 記念式典におきましては、市勢功労者の表彰や花・

鳥・木の紹介などを行い、当市の今後さらなる躍進を、

市民とともに誓い合う場としてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、姉妹都市締結50周年事業の内容についてであ

りますが、フランクリン市との姉妹都市締結50周年を

記念して、両市民による相互理解と友情を深め、両市

の今後末永い親善関係を確認し合う記念事業を実施し

たいと考えております。その内容でありますが、９月

下旬から10月上旬までの10日間、訪問団20名でフラン

クリン市を訪問し、姉妹都市締結50周年記念調印式、

ホームステイ、市民交流会などを予定しているところ

であります。 

 次に、岩手県県北地域産業活性化協議会との連携に

ついてお答えをいたします。 

 この協議会は、県北の地域特性を生かした産業集積

を図ることを目的に、平成19年８月に県北地域の８市

町村等で構成された組織であり、設置以来ＰＲパンフ

レットの作成、企業誘致アドバイザーの設置及び各種

人材養成事業などを積極的に展開してきたところであ

ります。 

 今年度も当協議会において、企業誘致アドバイザー

設置事業を実施するとともに、市といたしましても、

首都圏における企業情報の収集や県北地域の情報発信

について効果的な展開が図られるほか、構成市町村に

立地する企業情報を共有することにより、既立地企業

の取り引き支援など、フォローアップ活動の充実にも

寄与するものであると考えておりますことから、引き

続き当協議会と連携を図り、企業誘致等による雇用の

場の創出確保に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、体験型教育旅行の推移と拡大策についてお答

えをいたします。 

 これまで実施してまいりました教育旅行の推移は、

首都圏や仙台市、また県内や地元の学校等を中心とい

たしまして、平成17年度の４校３団体、延べ人数で

1,670名の受け入れに始まり、毎年順調に推移し、昨

年度は23校10団体、延べ6,447名の実績となったとこ

ろであります。また、この５月には８校、延べ人数で

4,170名の受け入れを実施しており、今年度は現在19

校２団体の受け入れが予定されているところでありま

す。 

 今後の拡大策につきましては、海を活用した体験メ

ニューの展開、新たな受け入れ地域の整備に努めます

とともに、山・里・海、そしてそれぞれの暮らし、あ

るいは文化等を総合的に活用した通年による受け入れ

体制の整備、強化によって拡大を図ってまいりたいと

考えております。 

 次に、交流と連携の推進における食文化を通じた交

流連携についてであります。八戸市及び二戸市との三

圏域連携懇談会において、三圏域物産フェア及び北の

コナモン博覧会等の活動を実施し、一定の成果を上げ

ているところでありますが、コナモン博事業について

は観光事業の色合いも強いことから、食をツールとし

た観光事業と位置づけ、引き続き取り組み、三圏域の
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食文化及び観光の両面で交流・連携を深めてまいりた

いと考えております。 

 次に、津波避難対策についてお答えをいたします。 

 去る２月27日に南米チリの大地震で発生した津波が

翌28日に日本列島に到達し、久慈港で 大1.2メート

ルの津波が観測されたところであります。幸いにも当

市におきましてはこの津波における被害の発生はなか

ったものの、近い将来発生が予想される宮城県沖地震

の発生確率が10年以内で70％に引き上げられるなど、

津波対策は極めて重要であると認識しているところで

あります。 

 津波対策は、国においては津波を軽減すること等を

目的に、久慈港湾口防波堤の建設や津波が到達するま

での時間で避難行動が可能となるように、沖合にＧＰ

Ｓ波浪計を設置するなど対策を実施いただいておりま

す。また、県においても、久喜地区等の防潮堤の建設、

また市では全国瞬時警報システム、ジェイ・アラート

の整備や津波避難誘導看板等を設置するなど対策を実

施しているところであります。 

 また、昨年度、県、市及び沿岸地域住民の参加によ

り、地域の安全・安心促進基本計画を策定したところ

であります。この計画は、ワークショップ等を通じて

住民の協力をいただきながら策定したものであり、津

波対策をソフト、ハード両面から検証し、その結果を

もとに対応策を取りまとめ実施するものであります。 

 今年度の取り組みといたしましては、避難者の避難

誘導に資するため太陽光発電式照明灯を設置するとと

もに、平常時から防災意識の向上と自発的な避難の心

構えを養い、警戒時、災害時における住民の円滑かつ

迅速な避難を目的に、久慈市総合防災ハザードマップ

を作成し、市内全戸に配布することといたしておりま

す。 

 今後につきましても、住民の方々の意識の高揚を図

るとともに国及び県と連携し、津波避難対策について

鋭意取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、地上デジタル放送対応についてお答えをいた

します。 

 まず、難視聴解消に向けた共同受信施設の改修、新

設整備の状況でありますが、改修につきましては21年

度中に10施設の改修を終えており、22年度は３施設の

改修を予定いたしております。また、４施設について

は衛星セーフティーネットによる対応を想定している

ところであります。 

 新設による整備につきましては現在、侍浜地内264

世帯で整備を予定しておりますほか、宇部町の小袖、

滝の沢地区等において、新たな共同受信施設組合の設

置に向けた協議を進めているところであります。 

 次に、小集落の難視聴解消策についてであります。

２世帯以上からの共同受信施設の整備が可能でありま

すことから、引き続き共同受信施設の設置を基本に対

策を講じていくとともに、本年４月から共同受信施設

による整備が困難である場合、個別に設置する高性能

アンテナ等整備の助成制度が設けられましたので、衛

星セーフティーネットの活用も含め地域の実情に合わ

せた解消策を講じ、地上デジタル放送への円滑な移行

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、ふれあいサロン事業の現状についてのご質問

でありますが、昨日の清風会代表、八重櫻議員にお答

えいたしましたとおり、現在、地域が主体となり、市

内66カ所で行われております。今後も久慈市社会福祉

協議会と連携し、主催者の育成、事業実施に関する情

報を提供するなど、地域主体の取り組みを支援してま

いりたいと考えております。 

 次に、障害者支援新法についてでありますが、国の

障害者制度改革推進会議において、障害者等関係者が

参画して法整備が検討されているところであります。

主に障害の定義、障害程度区分の見直し、応益負担の

見直し等が検討されており、障害者制度改革全体につ

いて改革の基本方針をまとめ、平成25年８月までの施

行を目指すとしております。 

 また、新法が制定されるまでの緊急の施策として４

月から低所得者に対する負担軽減策が実施しておりま

すが、市において実施しております地域生活支援事業

についても、低所得者の負担を軽減すべく本議会の補

正予算案に提案申し上げているところであります。 

 次に、戸別所得補償制度についてお答えをいたしま

す。 

 今年度から実施される米戸別所得補償モデル制度は、

国、県、市町村がそれぞれ役割分担を行い、市町村段

階にあっては、地域水田協議会がその役割を担うこと

とされており、当市においては久慈市水田農業推進協

議会が制度運営をしているところであります。 

 市といたしましては、市広報による周知に加え、久

慈市水田農業推進協議会と連携した制度に関する説明
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会の開催や、全水田農業者に対し個別郵送によりチラ

シを配布するなど制度周知を行いますとともに、現在

は農業者が制度に加入するための申請手続の支援を行

っているところであります。 

 今後におきましては、助成対象地の現地確認、交付

申請手続の支援、来年度の制度の本格実施へ向けた説

明会の開催等を予定しており、引き続き制度の円滑な

運営に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、山根生活改善センターのトイレの水洗化につ

いてお答えをいたします。 

 当該施設のトイレはご指摘のとおりくみ取り式トイ

レであり、利用者の快適性、安全・衛生面の改善や環

境保全等の観点から整備の必要性を認識しているとこ

ろでありますが、水洗化には相当の費用を要しますこ

とから、市全体の事業の優先度、緊急性を勘案しなが

ら計画化に向けて検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、口蹄疫の対応についてお答えをいたします。 

 口蹄疫の対応につきましては、昨日の新政会代表、

泉川議員ほかにお答えいたしましたとおり、迅速かつ

的確な対応が必要であると認識いたしております。 

 当市におきましては、５月28日に県北広域振興局農

政部や県北家畜保健衛生所、新岩手農業協同組合等関

係機関・団体による連絡会議を開催し、情報収集や連

絡調整に努めてきたところであります。また、５月31

日には久慈市口蹄疫対策連絡会議を設置し、庁内の関

係課による情報共有と防疫対策について協議したとこ

ろであります。 

 また、庁内関係課の初動体制の確立や迅速かつ適切

な防疫活動などを行うための久慈市口蹄疫対応計画を

整備し、防疫対策や農家への支援策、風評被害防止対

策などに取り組んでまいります。 

 次に、宇部川地区の圃場整備についてお答えいたし

ます。 

 圃場整備に向けた取り組みの進捗状況及び野田村と

の調整についてでありますが、本年４月１日付で岩手

県知事より、県営農業農村整備事業計画調査地区の決

定通知を受けたところであります。 

 事業内容といたしましては、平成22年度から23年度

までの期間で現況調査及び圃場整備事業計画を策定す

るものであり、今後は専門業者の選定と現地調査開始

の手続に入る予定であると、県北広域振興局農政部農

村整備室から伺っているところであります。 

 計画調査地区は久慈市、野田村にまたがりますこと

から、事業名称が宇部川地区となっており、地元の意

向を踏まえ、野田村と連携した事業計画づくりが必要

であると考えております。 

 次に、大川目地区の一般農道についてお答えをいた

します。 

 県営一般農道整備事業で整備されております一般農

道の完成・供用の見通しについてでありますが、国道

281号の取りつけ部の未供用区間における交通安全施

設の設置工事を本年８月末完成をめどに取り組んでい

ると、県北広域振興局農政部農村整備室から伺ってい

るところであります。完成後は土地改良施設の管理使

用に関する協定書に基づき速やかに全線供用開始して

まいりたいと考えております。 

 次に、いわて森のトレーについてお答えをいたしま

す。 

 森のトレーに係る訴訟は、平成16年３月の提訴後、

原告組合及び岩手県委任弁護士と連携し、勝訴に向け

て全力で取り組んできたところであります。本年、５

月７日に開かれた第５回口頭弁論で結審し、９月17日

に判決が言い渡されることと決定をいたしました。 

 判決の見通しについてでありますが、司法の判断を

見守りたいと考えておりますので、ご了承願います。 

 次に、観光行政についてお答えをいたします。 

 まず、やませ土風館についてでありますが、やませ

土風館の入り込み者数は、平成20年度64万9,000人、

平成21年度67万5,000人、平成22年度におきましては、

５月末現在で約15万人の方々に来訪いただき、前年同

時期に比べて32％の増、オープン初年度で賑わいを見

せた平成20年同時期と比較いたしましても３％の増と

なっております。これは各種メディア等を通じたＰＲ

活動の効果などがあらわれてきているものと考えてい

るところであり、引き続き観光交流センター魅力向上

事業による施設でのイベント開催やＰＲ活動を積極的

に行うとともに、魅力ある中心市街地形成のための施

策を展開し、市街地全体での入り込みの増加を図って

まいりたいと考えております。 

 また、北限の海女につきましては、海女さんたちに

県内外での物産展等をはじめ、観光ＰＲ活動や各種取

材等の対応により、当市を全国的にＰＲしていただく

ことができました。 
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 なお、新人海女さんの誕生は、これまで先輩海女さ

んたちが北限の海女として長年にわたり伝統を守り続

けてきたことが新たな後継者確保につながったもので

あり、このことが当市を全国に発信する絶好の機会に

なったものととらえております。今年度は海女セン

ターの改築による利便性の向上に努めながら、多くの

観光客に対しおもてなしの心でお迎えをする準備を進

めているところであり、今後におきましても北限の海

女の位置づけを大切に守りながら支援してまいりたい

と考えております。 

 次に、小屋畑地区の橋梁新設についてお答えをいた

します。 

 市道上長内線と市道上長内長内橋線を連結する２級

河川小屋畑川の橋梁整備については、国の公共事業予

算の動向等を見極めながら検討してまいりたいと考え

ておりますが、橋梁整備には多額の工事費を要します

ことから、早期の整備は困難であると考えております。 

 次に、市道上長内日吉町線の歩道設置の進捗状況と

今年度のスケジュールについてでありますが、昨年度

は歩行者や自転車等の通行量が多い長内中学校校門か

ら、東側の一部区間について工事を実施したところで

あります。 

 現在、土地所有者の方々のご理解を得ながら用地取

得を進めているところであり、今年度も引き続き用地

取得の促進と、用地承諾が得られた区画から随時工事

を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、市道間木平線についてお答えをいたします。 

 市道間木平線の今後の改良見通しについてでありま

すが、この路線は、山形町小国地区を市道川又橋場線

等を介して、市街地を 短で結ぶ、地域にとって重要

な路線であると認識いたしております。本路線の改良

には岩盤掘削や河川護岸の築造など多額の工事費が見

込まれますことから、現在整備中の市道川又橋場線の

進捗状況を見ながら整備手法等について検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、久慈北道路についてお答えをいたします。 

 八戸久慈自動車道久慈北道路につきましては、現在、

用地測量を実施中であるとともに、平面計画や縦横断

計画等の比較検討にかかわる道路予備設計を進めてい

る段階にあり、年内には、設計結果を踏まえた住民説

明会を開催した上で、一部用地買収に着手してまいり

たいと三陸国道事務所から伺っているところでありま

す。市といたしましても整備促進が図られるよう協力

してまいりたいと考えております。 

 後に、県道の改良整備についてお答えをいたしま

す。 

 まず、県道野田山形線橋場地区の改良整備の見通し

についてでありますが、平成20年度から当該地区の改

良整備に着手しているところであり、今年度は既設の

橋梁拡幅と道路改良工事の促進を図り、来年度におい

て事業完了を予定していると、県北広域振興局土木部

から伺っているところであります。 

 次に、県道野田長内線の取り組み状況についてであ

りますが、現在、県北広域振興局土木部において、小

袖地区から大尻地区の延長３キロメートル間の幅員狭

小区間の解消のため、道路改築を計画している段階と

伺っているところであります。 

 今年度は測量設計に着手するとともに、来年度、工

事に着手し、平成25年度の事業完了を目指していると

伺っているところでもあり、市といたしましても、整

備促進が図られるようでき得る限りの協力をしてまい

りたいと考えております。 

 以上で、政和会代表、藤島文男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  政和会代表、藤島文男議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、中央公民館枝成沢分館の案内板設置につい

てでありますが、本年３月に閉校いたしました枝成沢

小学校の体育館を４月から中央公民館枝成沢分館とし

て活用しているところであります。 

 案内板及び看板につきましては、設置場所等を地元

と協議しながら検討してまいりたいと考えております。 

 次に、久慈市指定文化財久慈城跡の整備の取り組み

と経過についてでありますが、昭和63年に久慈城跡保

存会が設立され、散策道の整備や標柱の設置、城跡の

刈り払いなどが実施されてきましたが、平成３年から

地権者の了解が得られず、保存会の活動が休止となり、

平成８年以降、久慈備前太鼓及び久慈東高等学校、そ

して久慈市教育委員会が地権者の了解を得ながら刈り

払いを実施してきたところであります。 

 市ではこれまで、地権者と用地買収について協議を

いたしましたが、条件面で合意に至らなかったところ
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であります。 

 今後も、地権者の協力のもと引き続き環境整備に努

めてまいりたいと考えております。 

 後に、市営野球場についてお答えをいたします。 

 まず、去る５月11日から13日まで行われた、財団法

人全日本軟式野球連盟の視察において受けた講評につ

いてでありますが、この正規視察は、久慈近郊８市町

村の平成28年岩手国体軟式野球競技の会場予定地を、

選手の安全性確保、競技の中断防止及び円滑な大会運

営等の観点から施設、設備の確認を主眼に実施された

ものであります。 

 当市の視察においては、バックスクリーンのサイズ

の拡大や、ベンチ前コンクリート製ステップへのラ

バー敷設及び役員、記録員等の部屋の確保などの指摘

があったところであります。 

 この対応につきましては、県の国体推進課等と協議

をしながら、大会運営に支障がないよう万全を期して

まいりたいと考えております。 

 次に、新野球場建設に向けての取り組み状況につい

てでありますが、昨日の清風会代表、八重櫻議員にお

答えをいたしましたとおり、新たな野球場の整備には

多額の経費を要することから、現在、庁内各部の協力

を得ながら、施設の立地条件や事業規模など、建設の

見通しについて検討を進めているところであります。 

 以上で、政和会代表、藤島文男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を許します。

時間を考慮しながら。６番藤島文男君。 

○６番（藤島文男君）  それでは、１点だけ確認させ

て再質問いたします。 

 項目でいうところの２番目ですが、津波対策につい

てお尋ねします。 

 市長から先ほどわかりやすくご答弁いただいて、私

は十分理解できました。 

 そこで、そもそも津波の避難対策というのはハード

面とソフト面あるっていうことは全くそのとおりであ

ります。 

 この間の６月15日、津波避難訓練がありました。私

も、全部はもちろん回れませんでしたが、５時半ごろ

だったと思いますが、まず 初に湊地区金毘羅神社付

近から確認させていただきましたが、あそこは地域防

災が 初に結成された地区であるがゆえに非常に避難、

誘導に対して地域の方々が積極的だと強い印象を受け

ました。 

 津波対策は、施設もさることながら住民一人ひとり

がみずからの力でみずから避難する。あるいはみずか

らできないものを近所の人たち、知り合いの人たち、

もろもろの人たちが手助けして、可能な限り安全な場

所に避難するというのが大原理原則だと思います。そ

ういう意味で、広報と訓練は可能な限り引き続き、積

極的に行政が主導しながら取り組んでいってもらいた

い。そのように期待いたします。 

 もう一つの１点目は、この前の議会でも親切なご答

弁もいただき、大変期待を持っておりますが、いわゆ

る避難場所の確保ということについては想定される津

波災害の場合、避難場所に安全、そして確実という点

を考えたときの太陽光発電の設置は大変立派なことだ

と思いますし、これが計画どおりの湊地区の金毘羅さ

んだけでなくして、それぞれ順序もあるかと思います

が、可能な限り早急に全区域に対処するような避難場

所の太陽光発電の設置には積極的に取り組んでいただ

くことをご期待申し上げ私の質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  藤島議員から２点にわた

ってご質問、ご意見賜りました。 

 まず初めに、ソフト面でのいわゆる避難訓練等に係

る参加に対するいわゆるその周知、広報については、

これもまたご指摘を受けるまでもなく、私ら重大な使

命感を持って臨んでるところでございます。いずれ先

般の津波避難訓練におきましては、お話にもありまし

たけれども、湊地区におきましては昨年度よりも多く

の避難っていうか参加者をいただいております。 

 ちなみに、昨年平成21年度、ほぼ同じの住民の参加

だったんですけれども、その中においては湊地区につ

いては増えた感じでよかったなとは思ってるんですけ

れども、いずれにしろ市長からもご答弁申し上げてま

すとおり、いずれこの周知につきましては、あらゆる

機会をとらえていろんな工夫を重ねながら努めてまい

りたいと、そのように考えております。 

 それから、二つ目の太陽光発電でございますけれど

も、これは市長からご答弁申し上げた中に、いわゆる

市民との皆さんとのワークショップの中においていろ

んな意見が出されております。 

 それで、今年度はさきの議会でご決定いただきまし
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た平成22年度の当初予算の中で３基分、これは湊地区

今年は予定しておりますけれども、いずれこれは来月、

今現在の段階では来月入札の段取りで今進めてるとこ

ろでございます。 

 いずれご提言のありました点につきましては、ワー

クショップでも話されておりますけれども、今後にわ

たっていずれ計画を持ちながら、規格については充実

には努めてまいりたいとそのように考えています。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  22番大沢俊光君。 

○22番（大沢俊光君）  ちょっと事情がありまして順

番を変えさせていただきますが、同僚の藤島議員の質

問に関連いたしまして何点かお尋ねしたいと思います。 

 まず 初は、通告の１番のところの①でございます。

先ほども市政施行、いわゆる旧山形村と旧久慈市が合

意形成の中で合併されたことを祝す５年目を迎えると。

これがイベントや事業、記念などの説明をいただきま

した。それなりに意義ある有効な行事、記念が計画さ

れているなあとこう思いました。 

 ５年というのも早いもんだなあと。ついそんなにた

たないうちにここの議席に両市・村の議員が39名、特

別な国の制度でもって議論しながら活動をした内容を

思い出すところでございます。イベントなり行事は行

事として、それぞれ市民が共有した喜びを持たなけれ

ばならないわけでありますけれども、一方では、また

ここの県北沿岸の拠点都市としてのこの役割やら機能

というものを地域住民から求められておるわけであり

ます。特にこの、前回も私質問したわけでありますが、

常日ごろの行政施策、住民福祉向上策あるいは市民

サービス、これらによる市民の満足度の向上、こうい

うのは日々の活動の中で欠かせないものだとこう思う

わけであります。そして、掲げた連帯感が持てる、早

いその市民の連帯感が持てるリーダーシップを市長が

発揮するという流れでの５年間であったのではないか

と思うんでありますが、この記念式典がともに、市民

とともに喜べるような環境状況をつくる住民福祉向上、

市民サービスの日々の考え方が順調にいっているのか。

この辺について改めてお尋ねをするものでございます。 

 それから、３番のとこです。この地上デジタルの放

送対応について。これも実は山形さんとの合併の中に

町民たち、あるいは久慈市全体も含まって大変関心あ

るこの光ファイバーとの流れの中の合併の大きなテー

マの流れにも関連するような施策だと思うんでありま

すけれども、先ほどの答弁なり説明の中では、この共

同の施設といいますか、放送法等の改善によって国民

等しく、市民等しくテレビが見られる状況というのは

ある意味では当たり前なんでありますけれども、電波

の性質といいますか制度上の問題でなかなかそういか

ないというのがこう市民にわかってきた状況が出てま

いりました。そういうことで、例えばこの私どもの地

域の中でも６戸の方がどうしても電波をとり入れるこ

とができないということで、この前、市で指定した業

者さんから調べてもらいまして、その体制が整う方向

になったんでありますが、その中で若干知り得たのは、

ここの項目にありますが、小さな世帯数などについて、

この何といいますか、地デジ難民が、難民というのは

表現が悪いんですが、１戸も見れないところがなくな

るような施策を講じてほしいと。特に先ほど言いまし

たけれども、こと山形町さんについてはご配慮をする

姿勢が、この合併記念等の流れの中であっていいので

はないかと思うわけであります。 

 世帯数で申し上げますと全体で１万5,108ですか。

世帯数イコールテレビ数ではないかと思うんでありま

すけれども、人口にして久慈市は３万8,264人、22年

の３月。こういうことで放送をして相談を受ける方は

来てくださいとか、あるいはきのうの説明の中では、

それぞれの相談体制が整ってますよとかというのがあ

りますけれども、なかなか個々の市民にまだ周知され

ない部分があります。この辺あたりを例をとりながら

ちょっとお話したいんでありますが、例えば一番小さ

な山根町さんでは187世帯であります。きのうの説明

ですと対応する体制が整ったのは共聴設備で83戸だか

という話も伺ったったであります。そうしますとその

差が104戸あります。これらは全部解決されたり今も

う改善されてるという考え方に立っていいものか、先

ほど市長の答弁の中で２戸であれば事業に乗れますよ

というふうな説明もあったんでありますが、この辺あ

たり漏れがない。先ほど、不適切かもしれませんが、

地デジテレビ難民にならないようなこと細やかな政策

を地形立地によって、あるいは合併での合議形成の中

での１戸も１世帯も漏れがないような心配りがあって、

来年のその期日までに対応ができるような対応が必要

でないかと思うんでありますが、この辺お尋ねしたい

と思います。 
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 それから、９番、宇部川地区の圃場整備事業の関係

ですが、説明いただき、私もある意味でよかったなあ

と思ってますが、市のほうで当初予定から前倒しの姿

勢をとっていただいて方向づけができ、先ほどの説明

では４月１日に決定通知をいただいているというとこ

ろで一安心したところであります。 

 そこで、私どもこれに対する受益農家であり、推進

するための協議会などを設立してその体制に歩調を合

わせて、住民、利益農家の願いをかなえる方向をとり

たいなあというふうに心を持っているわけであります

が、そんな中で、先ほども説明があったんですが、お

おむね当久慈市宇部町分が約70ヘクタールかなあと、

おおよそですよ。でお隣さんの野田村さんが30ヘク

タールぐらいかなあとこんなふうに思っております。

合わせますと、エリアとすれば100ヘクタールとこう

いうことでございますが、野田村さんも同時に４月１

日付での決定をいただいたというふうに理解していい

のかひとつお尋ねをしたいと思います。 

 それから、12番の観光行政でありますが、このやま

せ土風館のあれは新聞にも報道されまして、入り込み

数の数が出ておりました。当初計画を立てたときの議

論を思い出すとかなり賛否両論あったんでありますが、

今になってみれば大変久慈市の交流人口、観光の目玉

になってるという市長の答弁の中ではよかったなあと

思いながら街なか再生、中心街の活性化のその核にな

ってるということについては大変期待しておりますが、

ひとつこの周辺に波及する施策、ここだけにとどめな

い本来のこの目的に合った広がりというものを具体策

をひとつお尋ねしたいと思います。 

 それから、この北限の海女ですね。これはここに言

葉が大きいんですが、世界に配信するようなすばらし

いこの状況が出てきたということに、先人・先輩が積

み上げたのがベースになってるという答弁がありまし

た。全くそのとおりであります。で、たまたま宇部町

で官公署の歓迎会があったときに三崎中学校の先生が

宇部中学校においでになって、若い女性さんたちの担

当かな、担任をされた中で、「いやあえらいことにな

った、先生」と、いろんな面でイベントイベントで大

変、潜ったりモデル的な活動をするのに対応が大変だ

という、うちにも行政にも悩みを出せないところ、学

校の先生にしたという紹介がありました。 

 で、ひとつこれをさらに充実させていくのに、やっ

ぱり海女さんたちのこの健康管理なりですね、あるい

はこの事業をさらに充実させていくために事故などに

も配慮しながら要請もしていくと、こういうふうなこ

とをしながら、久慈市の交流人口、観光、イベントの

配慮というのが必要じゃないかなあというふうに思う

んでありますけれども、その辺の実態と考え方につい

てお尋ねしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  大沢議員の 初のご質問にお

答えをいたします。 

 ５周年に当たって市民が喜びを共有できるような、

そういった思いを持って臨めることが望ましいという

ことの趣旨のお話でありました。この間私が も心砕

いてまいりましたのは市民の皆様の満足度の向上であ

るわけであります。その市民満足度を向上させるため

に何をなすべきかということを常に考えてまいりまし

た。その大きな柱の一つに教育、福祉、医療あるいは

子育て支援の充実等があるわけでありまして、一定の

充実を図ることはできたとこのように思っております

が、なお現状でそれでよしということでは決してなく、

さらなる充実が必要であるとこのようにも思っており

ます。 

 また、交通インフラ、情報通信インフラ等々の社会

資本形成、これについても一定の成果を納めることが

できましたけれども、これもまだなお不十分な状況に

あるという認識でもあります。 

 また、雇用の場の創出確保も大変に大きな課題であ

るわけでありまして、このことについても心砕いてき

た分野であります。 

 一つにはこの地域の特性を生かし得るような、そう

いった企業に特化しての誘致活動でありますとか、既

に立地をいただいている企業に対するフォローアップ、

そしてなによりもこの地域から沸き上がってくる地場

産業興し、いわゆる内発型産業振興であるわけであり

ますが、未利用資源の利活用等々を含めてこのことを

しっかりと進めてまいりたいという思いでこの４年間

を過ごしてまいりました。このことについては今後に

ついても頑張ってまいりたいというふうに思っており

ます。 

 こうした中で、私が も嬉しく思っておりますのは、

市民の皆さんがその久慈市行政に参画をしていただく、
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その機運が大変に高まっていることだろうと思ってお

ります。各種ボランティア活動も展開をしていただい

ております。これは大変にすばらしい姿に近づきつつ

あるというふうに思っておりますが、これからも地域

コミュニティ振興事業の活用でありますとか、あるい

は市民協働道路維持補修事業、さまざまな仕掛けを工

夫をしながら市民が行政に参画する、その姿勢をさら

に伸長してまいりたいというふうに思っております。 

 また、一体感の醸成につきましても、さまざまな内

外との交流が行われる中で一つの自治体であるという

認識が高まりつつあるものととらえております。この

ことにつきましても、すなわち一体感の醸成につきま

しても、さらに努力してまいりたい。このことをもっ

て市政施行５周年記念式典においては、市民の皆さん

がともに同一の市民であるという認識と、我々も行政

に深くかかわっているのだ、そしてみずから行うこと

によるその達成感を得ているのだと、こういった機運、

気概につながるように頑張ってまいりたいと思ってお

ります。 

○議長（宮澤憲司君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  地デジのご質問ちょ

うだいいたしました。特にも小集落、あえて申し上げ

れば孤立している世帯等への対応というふうにとらえ

させて答弁させていただきたいと思いますが、現在、

私どものほうで調査した上での数値とすれば約872世

帯の方々が今新たに難視聴になるんじゃないかなとい

うふうな予想を立てておりますが、実はまだ地上デジ

タル放送が打ち切り、2011年に打ち切りになるんだと

いうことさえもご存じない方がいらっしゃるというこ

とで、そういう方々の発掘と、言葉は申しわけないん

ですが、そういう方々を見出しながらそれぞれの対応

をしていかざるを得ないかなあというふうに考えてお

りまして、現在、その受信状況の調査を各地域に入り

まして実施しております。それやこれや合わせながら、

そういう方々の把握に努めてまいりたいと思っており

ます。 

 また、山形町地内あるいは山根町地内につきまして

も、それぞれ対応を考えておるところでございますが、

そういう集落につきましては、先ほど申し上げました

三つの対応策ありますけれども、 終的には５年間の

限定になりますが衛星を活用した当面の受信を確保す

るというような対応は 終的な、今考えられる対応策

かなあというふうに考えておりますが、いずれにいた

しましてもこれは限定でございますので、それの期間

を活用しながら、改めて恒久的な受信対策、これもあ

わせて講じていかなければならないというふうに考え

ております。 

 それぞれの地区のほうについては今現在把握はして

おりますが、ぜひ漏れることのないように、これは

重々承知して、心して対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  宇部川地区の圃場整備

に係る質問にお答えをいたします。 

 野田村側も久慈市と同様に本年４月１日付で決定通

知を受けておりますので、今後におきましても既存の

枠組みを越えて一体的に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からは２点ご質問をいただきましたのでお答えを申し

上げたいと思います。 

 まず、中心市街地の活性化、いわゆる周辺の回遊性

の向上という部分でのご質問だと承りました。今年度

平成22年度におきましても中心市街地の活性化事業計

画ということで取り組んでおりまして、先ほど市長の

ほうからもご答弁申し上げましたけれども、いわゆる

例えば１店１品運動、あるいは中心市街地活性化アド

バイザーを活用した事業、さらにはやませ土風館共同

イベント事業、また、成功店モデル創出・波及事業、

さらには市日共同事業、さまざまなものの事業を展開

し、そのいわゆる土風館のみならず中心市街地の回遊

性を高めていきましょうということで取り組んでいた

だく、また取り組んでいくこととしております。そう

いった意味で今年度もなおかつ、各商店街あるいは個

店の皆さん方にも魅力あるような商店づくり、そうい

ったものにも取り組んでいただいて、一緒になって回

遊性を高めていければとこのように思っております。 

 あともう１点、北限の海女についてであります。い

ろいろなイベント等で大変だというお話があったとい

うことをお聞きいたしました。特別にこういうことで

こうだったということは私どもにはあえて情報として
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は入ってはございませんけれども、もうご案内のとお

りでありまして、昨年の若い海女さんのデビューと同

時に話題となり、各メディア、あるいは多くの報道機

関、そしてイベントへの参加の要請があったことは事

実であります。それに対する対応もしてきたところで

ありまして、すべてやらなければならないんだ、これ

もしなさいあれもしなさいというような決して形では

なくて、私ども窓口としていろんな申し入れを受け、

そこで選別もしながら、あるいはこういったものにつ

いて対応できるか、そういったことについては特にも

個別に、こういった内容だけれどもどうだということ

を確認しながら対応をしてきたところであります。 

 いずれにいたしましても、先ほどご答弁市長から申

し上げました、そういった活動が改めて久慈市を全国

にＰＲするという場面では大変なる活動、支援をいた

だいたとこのように思っておりますので、今後におき

ましてもいわゆる大切な海女さんであります。伝統あ

る海女さんでありますので、この先輩海女さんたちも

含め海女クラブの皆様と連携をとりながら、北限の海

女の位置づけを大切に守りながら支援してまいりたい。

このように考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

○議長（宮澤憲司君）  22番大沢俊光君。 

○22番（大沢俊光君）  この圃場整備の関係ですが、

実はそのエリアの中に国道やら三鉄やら県の河川等の

管理があるわけですね。これらをひとつ農政部だけじ

ゃなく、土木やら県の組織との連携共有認識を持って

対応するような考え方を持ってほしいとこう思うわけ

でありますが、その辺あたりの連携のあり方について

ひとつお尋ねしたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  この圃場整備計画は恐

らく久慈市と野田村の受益面積が100ヘクタールに及

ぶだろうとそのように思ってございまして、いろんな

連携を持って進めていかなければ成功しない、そのよ

うに思ってございますので、いずれにしても関係機関、

団体等とよくよく連携をとって進めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ７番砂川利男君。 

○７番（砂川利男君）  藤島議員の質問に関連いたし

まして３点ほどお尋ねをいたします。 

 先ほど戸別所得補償制度についてのご答弁をいただ

きましたが、この戸別所得補償制度について、私の感

じている部分を聞いていただいて質問したいと思いま

すのでご理解を賜りたい。 

 この戸別所得補償制度というのは、現在の菅総理が

2004年から、今から６年前、民主党代表時に今日の山

田農林水産大臣、篠原副大臣らと取り組まれてきたも

のは今日の戸別所得補償制度の原点とされており、今

年度実施の戸別所得補償モデル対策は稲作農家に主食

用米の作付面積に応じ10アール１万5,000円を、意欲

あるすべての農業者と位置づけ、標準的生産コストと

販売価格の差額分が支払われ、値段が下がっても生産

者に差額分が保障されることから、戸別所得補償モデ

ル対策に加入件数が４月末時点に15万件であったもの

が５月末には55万件に急増したことになっていると報

道されておるところでございます。 

 この現総理のことをなぜお話し申し上げたかと申し

ますと、今まで日本の総理大臣が農林の分野において、

戸別の政策を取り組まれてきたものがそのまま実施で

きる段階になって総理になったということを私は余り

聞いたことはございません。そういう意味からすれば、

農業政策にとって大変な大きな私は転換のときに来て

いると思えてなりません。 

 したがいまして、国の一律の農業政策の制度に対応

すべきためには、制度に地方を対応するというよりも

地域の実情に対応してもらう形の地元における把握が

私は必要だというふうに思います。 

 したがいまして、このモデル対策には申請が必要な

のでございますが、実際に当久慈市においては、申請

された方が何名くらいあるのか、あるいは申請にお見

えになる方の数はどれぐらいに把握されている。それ

に漏れるような形の人たちは来年度から本格的実施さ

れるに当たっては、どういう見通しでもってこの農業

政策にかかわる人たちに対する対応を示していただけ

るのかお尋ねをいたします。 

 次は市道間木平線についてお尋ねをいたします。 

 私の記憶が間違いでなければ、池田勇人総理大臣と

いう方が森林奥地開発森林法という法律をつくり、奥

地の森林の材木を搬出するために全国の山の奥まで道

路をつくられたと。それに相まってできたものがこの

現在の間木平線にもそれに相当するのではないかとい

うふうに私は理解をいたしておるところでございます。 
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 そうすると、単純に考えて60年70年の歴史が、時間

を費やされておるわけでございますが、いまだにまと

もに行政の光が当たって道路改良になってこないのは、

使用頻度がなかったり、必要性が薄かったり、そうい

う意味で私はないと。実際にこの道路はいまだに重要

な路線でもあるし、合併を伴ってさらにこの路線の重

要度は必要以上に高まっている現状にございますので、

ここを深いご理解を賜りたいと思います。路線を一律

に改良していただけるのであればなおありがたいわけ

でございますが、相当な予算も要すると思いますので、

緊急に私は必要なところだけでもお願いをしたいと思

います。それは、旧山形部分でありますと３カ所ほど

大型の除雪車が冬場に回ることは回るけども、回れな

いと言ってもいいような非常に危険なところがござい

ます。あるいは久慈市、旧久慈市の部分においてもそ

ういう箇所が四、五カ所ございます。この除雪を支障

が来すような緊急のところだけでも大型の除雪車がス

ムーズに通れるぐらいの部分だけでも着手する形をお

願いをしたいと思います。 

 それから、３点目の久慈城についてお尋ねをいたし

ます。 

 先ほどの答弁によりますと、63年に保存協議会がで

きて活動してきたと。で、その後地権者からの了解が

スムーズにいかなかったようでございますが、例えば

その地権者から了解が思うようにとれたとした場合、

久慈市はならばどういうビジョンを持って今後対応し

ていくんだという形のものがそのあるのかということ

を私はお伺いをしたいと思います。 

 それと、今日まで建物跡等について、発掘調査等が

多分されてないと思いますが、されていないとするの

であれば今後そのような予定を考えているのかお尋ね

をいたします。 

 地権者の了解が得られないから何もできないんだと

いうような問題では私はないというふうに思いますし、

聞きづらいことを言わしていただくなれば、やるべき

ことをやってこない、そういうために国のほうで新し

い制度を打ち出してもそれに乗っていけない事態が生

じるわけであります。私の記憶が間違いでなければ、

２年ぐらいにできた地域における「歴史的風致の維持

及び向上に関する法律」を参考までに申し上げたい。 

 その目的、 

 第１条、この法律は、地域におけるその固有の歴

史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行わ

れる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地

とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境、

歴史的風致の維持を図るため、文部科学大臣、農林

水産大臣、国土交通大臣による歴史的風致維持向上

基本方針の策定及び市町村が作成する歴史的風致維

持向上計画の認定、その認定を受けた歴史的風致維

持向上計画に基づく特別の措置、歴史的風致維持向

上地区計画に関する都市計画の決定その他の措置を

講ずることにより、個性豊かな地域社会の実現を図

り、もって都市の健全なる発展及び文化の向上に寄

与することを目的とする。 

とあるわけですが、私は、この法律を活用して久慈城

再建を考えるべきと申し上げたい。 

 その第１段階として、歴史的風致維持向上計画を至

急に作成して、主務大臣の認定を受けるべきかと思う

がご所見を賜りたい。 

 今、今日、なぜ久慈城再建を目指すべきかと申せば、

今から419年前、天正18年に小田原城攻めに参戦しな

かった九戸政実に10万の兵を豊臣秀吉が向け、総大将

蒲生氏郷が戦に勝利するために和議と称してだましと

らえられた九戸政実、そして当地の久慈備前守直治ほ

か20名が宮城県栗駒町で無念の死を遂げられた歴史は、

私ごとき者が申し上げるまでもないわけでありますが、

よく歴史は繰り返すと言われるわけですが、姿形は変

わった手法でも419年前を彷彿とさせるに等しい状況

が現れたからであります。それは、先般行われた久慈

市長選挙に見ることができよう。片や日本国の政権党

に属する実力者、それに連なる代議士政治家を向こう

に一歩も引かず勝利されたさまは、まさに久慈備前守

直治が419年前から抜け出て勝利に導いたに等しいと

思えてなりません。 

 したがって、久慈市長は、山内隆文から久慈備前守

山内直治城主になったに等しいわけであります。 

 そこで、私は申し上げたい。市長は、久慈城再建に

向け必要な整備を始めるべきと申し上げたいわけであ

りますが、市長のご所見を賜りたい。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  久慈城址の整備についてはこ

れまでも先輩たちが鋭意取り組みを進めてきたとこう

いう経緯はございます。 

 ただ、しかし、先ほども答弁で申し上げましたとお
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り、地権者の方々のご理解を得るまでには至っていな

いということであります。 

 久慈市行政として、かつてお示しした金額と、それ

から地権者の方から示された金額ではおよそ20倍ぐら

いの開きがあったと聞いております。そういったとこ

ろと、それから既に一定の時間が経過しておりますこ

とから、その地権者が拡大をすると言いましょうか、

相続等々によって一体的な取得がさらに困難な状況に

なっているものと認識をいたしております。 

 ただ、しかし、久慈城址が持つその歴史的な意義と

いうものは何ら変わることがないわけでありますので、

これからも地権者の方々に粘り強くその意味をご理解

いただくための努力をしてまいりたいとこのように思

っております。また同時に、大規模な整備について、

風致に関するそのさまざまな制度はあるんではありま

す。このことについては担当部長から詳しく説明をさ

せてもよろしいのでありますけれども、なかなかに

ハードルが高い制度であるというふうにも認識をいた

しております。既に現在、そういった姿形が整ってい

るものを核として、そして周辺を整備していくと、こ

ういったイメージでございまして、一定の現有の施設

等々がなければその歴史的な建物等をですね、そうい

った物がなければなかなかに難しいいう側面もあるよ

うでございます。いずれご提言のありましたことを踏

まえて、どのような整備手法が可能であるのか、これ

らについて教育委員会等とも連携をしながら、引き続

き研究、そして検討を重ねてまいりたい。このように

思っております。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  ただいまの質問の中で発

掘調査の予定はあるのかというふうなご質問でござい

ました。 

 まず、発掘調査は実は平成３年に１回、１回ってい

いますか実施をしておりまして、そのときに多くの柱

穴ですね、柱の穴が発見されております。ていうよう

なことで、その建物が存在していたというふうなこと

がわかったというふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  戸別所得補償制度に係

る質問にお答えいたします。 

 米戸別所得補償モデル制度は、各農家がみずから加

入を決定できますので、その点は非常によい制度だと

思ってございます。現時点における、市における対象

者の加入率は93％となっております。今後におきまし

ても100％加入できるよう周知等を徹底してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  市道間木平線の改良整備の

件でご質問いただきました。この線、市長からもご答

弁申し上げましたとおり非常に地形の険しい路線であ

るというふうに認識してございます。さきの議会等で

もご答弁申し上げておりますが、いずれにしても河川

の護岸の工事、それから岩石の、岩石といいますか、

山側が非常にかたい岩石で覆われているということで、

非常にこの路線については重要な路線であるという認

識はしてございますけれどもなかなか工事に着手でき

ない、そういった状況にあります。いずれ市長からも

ご答弁申し上げましたけれどもその整備手法、そうい

ったものについてはこれからもいろいろと考えていき

たいというふうに思っております。今、議員からもご

提言のありましたその除雪車の転回場所、そういった

ところもその状況等を調査しながら、どういった整備

手法があるのか、その辺を検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  ７番砂川利男君。 

○７番（砂川利男君）  ただいま久慈城の発掘調査を

した際に柱の跡等が確認をされたというご答弁をいた

だきましたが、建物の面積とかそういう規模、そうい

うのは発掘調査をされているのであれば何間の何間の

建物があったようだとかいうのがわかろうかと思いま

すが、それをお知らせいただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  建物の規模とか面積につ

きましては、なかなかにまたそこまではわからないと

いう状況でございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ７番砂川利男君。 

○７番（砂川利男君）  昔の建物の場合は石の上に直

接柱を建てるという工法が珍しくないわけでございま

す。そうしますと、１個だけの石を発掘して発見すれ

ば建物の大きさとかそういうのは想定できないわけだ
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けど、建物があったとするところを全体を発掘調査も

全部終わっているとするものであれば、石の数を線を

引っ張って縦横にすれば、ああこれくらいの面積の建

物が立っておったんだなあというのは単純に私はわか

ると思うんですけども、それがわかるぐらいまでの発

掘調査はしていなかったという理解の仕方でよろしい

ですか。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  発掘調査については、先ほ

ど次長のほうから答弁したとおりでございますが、こ

この全体の面積、これが約８ヘクタールほどあるわけ

でございます。そこで、その中でその先ほど平成３年

に行ったその発掘調査、この現場は私も行って見てお

りますけども、現在でも立木が、杉とか松とかがある

わけですが、それがたくさん立ってるわけでございま

す。そういったところの間を、それに余り支障がない

ように、地権者の方に了解を得ながら発掘調査を行っ

たということで、現時点ではまだ、その発掘調査につ

いては、柱穴ですが、これについてはまだ完全に終わ

ったものだというふうに私はまだ認識はしてございま

せん。完全にこれを発掘調査をして、それでただいま

砂川議員さんおっしゃったような、その規模なりなん

なりっていうものを明らかにしたいというのが当然教

育委員会でも思っていることであったわけでございま

す。ただ、その際にはやはりこの用地を市で取得して、

その後に詳しく調査をしていくといったような段取り

があるわけでございますけども、そこのその時点でい

わゆる先ほど市長からもご答弁申し上げましたように、

地権者とのその合意が至らなかったというふうなこと

で、その後その発掘調査は行っていないということで

ございますから、どうかご理解をいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  藤島議員の一般質問に関し

て何点か関連質問させていただきます。 

 一つ目は、５番、障害者支援新法についてでありま

す。障害者の総合福祉法案、仮称ですけども、５年か

けて平成25年の８月までに施行するということですけ

ども、これは障害者制度の改革推進会議が７回目が４

月12日に開催されて、所得保障とか交通アクセス、建

物の利用、情報へのアクセス、障害者施策の予算確保

に向けた課題等について話し合われております。また、

第８回目は４月19日に開催され、12団体のヒアリング

が行われております。で、第９回目は４月26に行われ、

今まで12回ぐらいまでの会議が行われております。ま

た、その中での総合福祉部会がありまして、そこでは

４月27日に厚生労働省の講堂において総合福祉部会が

開かれ、総勢55人というかつてない人数で、福島大臣

とか厚生労働省の山井政務官も出席し、かなりのマス

コミの人たちで行われております。 

 こういう中での話し合いの協議の中での課題が三つ

あります。一つは、現在は身体・知的・精神障害者の

サービスがばらばらであります。また、精神障害者は、

支援費制度の対象外です。そこで３障害の制度格差を

なくし、精神障害者を対象にし、重度障害者なども総

合かつ効率的なサービスを受けられるような３障害の

一元化が図られているか、また、二つ目は、24時間同

一施設での昼夜同一の生活です。そこで日中活動と居

住に係るサービスの分離により複数のサービスと組み

合わせが可能になり、障害者の選択に基づく多様なラ

イフスタイルになっているかどうか、また、三つ目は、

施設中心の処遇により、障害者が地域で自立するため

のサービスが不十分であります。そこで地域生活支援

や就労支援といった、地域で生活していくために必要

なサービスを創設し、地域移行に十分進められている

ように向けられているかどうか、この３点がどのよう

な方向になっているか。今回のこの新法の中に盛り込

まれているような方向で位置づけされているのか、わ

かっている範囲内でお知らせしていただきたいと思い

ます。 

 それから、２点目は、13の小屋畑地区の橋梁新築に

ついてであります。今、藤島議員も説明したとおり、

緊急車両等大型車の道路の狭隘により方向転換ができ

づらい状況にあります。また、その先が行き止まりで

あるため、この路線から国道に出れない、また国道か

らこの路線にも入ってこれない。緊急等の場合は大変

困るということで、住民が苦情を申しておりますので、

今の答弁によりますと早期は無理のような話でありま

すけども、中長期の中で少しずつでも進めていただけ

るようなご答弁をいただければなと思います。 

 それから、次は14番の長内中学校通学路の歩道整備

についてでありますが、住民は早期完成を強く望んで

いるわけでありますけれども、校門の前が整備された
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わけですが、ところが道路状況がよくなって車がス

ピードを出し過ぎて危険な状況にあると。この辺の交

通安全対策も図っていただきたいと学校のほうでは強

く望んでおるようでおりますので、その辺の対策とあ

わせて、さらに進んだ工事をお願いしたいと思う中で

答弁をお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、障害者支

援新法にかかわる数点のご質問をいただきました。 

 現在取り組まれております障害者総合福祉法の制定

に係る進捗状況についてでありますけども、昨年12月

に障害者制度を改革推進会議、これは本部長が総理大

臣でありますが、を立ち上げまして、本年の１月、構

成員の過半数が障害者で占める障害者制度改革推進会

議を設置しているところであります。議員お話ござい

ましたように、その会議が現在、現時点で14回ほど会

議を重ねているところでございまして、基本法の抜本

改正等を柱とした制度改革の大枠を示す意見書という

ものをまとめまして、本部に提出し、今月中には政府

の方針として閣議決定される見通しであるという関係

新聞の報道を得たところでございます。 

 また、障害者総合福祉法案の個々の具体内容につき

ましてはこれから詰めていくということになりますこ

とでしょうから、現時点で個別の内容についてお答え

する状況にはございませんのでご了解をいただきたい

と思いますが、その柱が三つございまして、障害者基

本法の抜本改正案を平成23年の通常国会に提出する。

障害を理由とする差別の禁止法を検討し、平成25年の

通常国会に法案提出する。それから、３点目は、障害

者総合福祉法を検討し、平成24年の通常国会に法案を

提出し、25年８月までに実施をするという大きな柱の

枠組みが示されたところでございます。 

 お尋ねにありました３障害につきましても、制度の

谷間を生まず、サービスを必要とするすべての障害者

を支援できるよう見直す、また、地域で安心して暮ら

せるサービスの提供により地域に移行するんだという

ようなことが盛り込まれているところでございます。

今後は十分なそれらの検討のもとに進められていくも

のと認識しているとこでございます。詳細については

まだ見えてないところでございますのでご理解をお願

いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  道路行政２点ご質問いただ

きました。 

 まず、小屋畑地区の新たな橋梁の新設、新設という

ことであります。この路線につきましては議員ご指摘

のとおり緊急車両がなかなか入っていけない、そうい

った地域でございます。手前のほうには小屋畑橋があ

るわけでありますが、災害で造られた、災害の復旧で

造られた橋でありまして、緊急車両が通るにはなかな

か難しい、そういったことを認識してございます。 

 ただ、この行き止まりになってるこの路線でありま

すけれども、この路線は昭和３年に公道として指定さ

れている路線であります。長内村役場の当時からの路

線でありまして、ほとんど使われない、強いて言えば

その林道から市道になったといいますか、といった古

い道路でありまして、ほとんどは使われていない路線

になっております。この路線を新たに起こしてその橋

梁をつけるということになりますと、現在試算する額

だけです２億円程度かかる、そういった路線になろう

と思っております。そういったことから非常に緊急車

両等考えますと、その地域のためには建設しなければ

ならない、そういったことは当然うちのほうでも、私

どもも考えてはございますが、今後の検討材料にさせ

ていただきたいというふうにとらえております。 

 それから、日吉町癩癩失礼しました。上長内日吉町

線の工事の関係でありますが、この路線につきまして

は、長内中学校に通ずる歩道の整備ということで早急

に整備を進めているところであります。ただ、なかな

か地権者の方々とのその交渉等もありまして、今それ

らのほうの業務も進めながら、現在工事のほうを進め

ているところでありますが、確かにご指摘のとおりそ

の路線が線形が修正されることによってその交通安全

対策、そういったものが高まってくるのも当然であり

ます。そういった部分では警察当局のほうともいろい

ろ連携しながら、そういった交通の規制等々をですね、

そういったものの監視もお願いしながら進めてまいり

たいと思いますし、また地域の方々からもその通学路

であるということを十分認識していただいて、地域の

その交通安全のモラルっていいますか、そういったも

のを高めていかなければならないだろうとそういうふ

うに考えているところであります。 

 いずれにしても、この路線につきましては通学路を

早く整備するということを念頭に工事を進めてまいり
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たいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  13番佐々木栄幸君。 

○13番（佐々木栄幸君）  ただいま答弁いただきまし

たけども、小屋畑地区の橋梁の橋ですけども、今の答

弁ですといつ頃なるかなっていうのは、にないような

お話でありますけども、ただやはり、その緊急時には

どうしても対応できない状況にあるので、そのいろん

な手法を考えながら検討の優先の上位のほうにお願い

したいなと思います。 

 それから、もう一つは、長内中学校の通学路であり

ますけども、やはり歩道とともに警察とのその関係の

中で、より安全な対策を早急にお願いしたいと思いま

す。 

 それから、もう一つ、２番目、津波対策、避難対策

ですけども、きのうも話し合われたようですが、やは

り避難路として水産高校の裏側、平沢から立石線です

けども、道幅が狭いために避難するにも退避場が少な

く、どうしてもバックしたりしながらお互いが道を譲

り合いながら走行しなきゃならない道路でありますの

で、避難路としては本当にきのうの話であればそうい

う面とかいう話ですけども、やっぱり避難路として使

うのであればもっと早急に拡幅を、せめて砂利道の状

態にだけでもしなければならないではないかというの

が一つ。 

 もう一つは、去年も話し合われたと思うんですが防

潮堤ですね。津波が来るというのに対して閉めに行く

というような危険な行為がどうも矛盾しているという

ので、自動操縦でできるような装置を早く装置しなき

ゃあならないのではないかというので考え方をお聞き

したいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  災害時の避難の関係で津

波避難路、それから水門閉鎖のお話がありましたので

私のほうから答弁させていただきます。 

 避難対策におきましては避難路の確保、これは非常

に極めて重要だと思っております。ただ、遠距離にな

る場合には確かにおっしゃるとおり車の通行の可能な

ようにというふうなことも考えられますけれども、今

言われました旧水産高校に対する避難路等につきまし

ては、ちょっとそこまでは私どもの頭にちょっとなか

ったもんでございます。ただ、それは小屋畑通路の話

なのかちょっととらまえかねましたので、その辺につ

いてはいずれ、私のほうからはいずれ避難路としての

確保は非常に重要だっていうことは同じ認識だという

ことを述べさしていただきたいと思います。 

 それから、防潮堤の水門閉鎖、これにつきましては

年々に申し上げましてるとおり、今年もいずれ国とか

県に対しまして、これについては町の分団等が津波の

とき浜のほうに向かっていくような格好になってます

ので、これにつきましては非常に問題があると私らも

認識してるところでございます。これにつきましても

国県に対して機会あるごとにお願いしてまいりたいと、

そのように考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  小屋畑地区のその路線にか

かわってのことでありますが、検討の上位のほうにと

いうことであります。久慈市の市道全体のその整備と

いうものを考えた際に、そういった重要性等々勘案し

ながら検討してまいりたいというふうに思います。 

 それから、上長内日吉町線のこの安全対策でありま

すが、いずれ公安委員会、それから警察署、そういっ

たところともいろいろこの路線のあり方、それからそ

の使い方、そういったもの等といろいろ協議していか

なきゃあならないだろうというふうに思っております。

いずれ通学あるいはそこを利用する方々の安全ってい

うものを第一に考え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。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  この際、昼食のため休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

    午前11時59分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○副議長（濱欠明宏君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 政和会代表、藤島文男君の一般質問を継続します。 

 関連質問を許します。14番桑田鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  藤島議員の質問に関連して、

私からも何点か質問をさせていただきます。 

 初に、質問項目３番目の地上デジタル放送対応に

ついてでございます。午前中の答弁で新たな難視聴地

域872世帯ありそうだと、そういうふうな答えがあっ
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たわけでございます。いずれ、午前中の話にもありま

したとおり世帯数が数戸というような小集落、こうい

う地域の方々はどうしても高齢者とかそういう方が多

いことから、部長の答弁にもあったように来年７月24

日以降はアナログ放送受信できない。そういうことも

わからない。そういう方々も多いのではないかなあ、

そういうふうに思っております。いずれこの872世帯

の箇所、何カ所ぐらいでこの872世帯あるのかについ

てお尋ねをしたいと思います。 

 あと、既存の共聴施設の改修でございます。21年度

が12カ所、22年度が３カ所ですか。そういうことでの

答えがあったわけでございますが、いずれこの改修に

つきましても来年の７月24日までには終わらないとデ

ジタル放送受信できないわけでございますが、これで

きちんとできる、改修ができる見通しなのか、そうい

うことについてもお尋ねをしたいと思います。 

 次は、通告の20番目、市営野球場についてでござい

ます。定例議会、年４回あるわけでございます。その

都度私どもは議員の間でもそうなんですが、今回の議

会の目玉といいますか、この話題になる部分は何なの

かなあと、そういうふうな話がございます。そういう

こと等もいろいろ含めながら検討をして一般質問の登

壇者の方々と連携をしながら通告等をするわけでござ

います。今回の議会については、やはり３月の市長選

挙におきまして山内市長が再選をされて、今後４年間

の市政運営、その考え方が一つの目玉だろうとそうい

うふうに思います。 

 それから、もう一つは、先ほど話をした地デジの関

係、そして今の20番の市営野球場、このことがやはり

今議会の目玉、いわば３本柱じゃないかなあと、私ど

もの会派ではそういうことでこのことをいろいろ話を

しながら通告をしたところでございます。 

 野球場につきましても５月の11日から13日にかけて

会場地視察ということで、全軟連のほうから入ってい

ろいろ会場地を視察をして助言等も受けたということ

で、先ほど部長から講評を受けたこと等についてもお

話がございました。いずれこの地域は野球、すごい盛

んな地域でもございます。特にも去年は湊オリオンズ、

スポ少がやはり県大会で優勝をするとかそういうこと

もございました。秋には久慈中学校が新人戦で県大会

を制した。今年になって久慈高校が春の高校野球の県

大会を制して東北大会に進んだ。そういうこともあっ

てかなり野球の熱がまた高まっているところでござい

ます。私ども協会関係者はもちろんでございますし、

愛好者、競技団体の方々も、まさにこの国体も開かれ

ることでもあるし、新しい野球場の建設が具体化する

のではないかなあ、そういうふうな大きな期待をして

いるところでございます。 

 部長の答弁では庁内各部でいろいろ検討をされてい

るということで、そのことについては敬意を表したい

と思います。 

 ただ、いずれこの機会をとらえてですね、一日も早

く構想を具体化されて、関係者等に夢を与える、そう

いうふうなことの答えがいただければなあと思います。

教育長、市長のご答弁をいただければと思いますので

よろしくお願いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  地デジの関係でご質

問ちょうだいいたしましたのでお答えしたいと思いま

す。 

 先ほど新たな難視聴地域として872世帯ということ

で答弁申し上げたとおりでございますが、その地区と

いうことでございますが、これは市域全般にわたりま

して、現在39地域を把握しておるということで39地域

の中で872世帯というふうにとらえておるところでご

ざいます。 

 それから、既存の共聴施設の改修につきましては、

先ほど市長のほうから答弁申し上げたような状況でご

ざいますが、そのほかに自主的に改修してる共聴施設

もございますが、今のところ未定のところが先ほど来

ご懸念の小集落、小規模のところで、４カ所ほど予定

入っておりますが、そこのところは何とか衛星で対応

したいと、衛星のセーフティーネットを活用した方法

で対応したいというところもございます。ただ、これ

については今現在検討しておりますので、間もなくそ

の整備の方向性が出てくると、こういうふうに考えて

おるところでございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  市営野球場の建設について、

私の登壇者への答弁についてのご質問というふうに受

けとめましたが、先ほどご答弁申し上げましたように

新しい球場、これは桑田議員もおっしゃるように、私

もこの地域、久慈地域、久慈市も当然そうなわけです
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が、野球人口あるいはこの野球に対する思い、これら

っていうのは県内でも屈指の地域であり市であるとい

うふうに認識をしております。先ほどスポーツ少年団

あるいは中学校のこの子供たちのこの野球に出たとこ

ろの優勝なり活躍、そして、記憶に新しいところでは

先般のその久慈高校の優勝、これもやはりそれを支え

てくれるたくさんの人たちがいたからこそこんな優れ

た今回の成果だったろうというふうに思っております。

そういった意味からしますとやはり今、今のこの市営

球場が５年間という期限でもって設置されてるもので

ございますから、将来的に見たときに、野球場はやは

りどうしてもあの場所からなくなるっていうことにつ

いてはこれはいずれそういうふうな形になってくる。

なくなることについても明らかだというふうに思って

ます。でそういった意味からすると、私はじゃあその

久慈市内にそういった野球ができる専門の施設がなく

てもいいのかというふうな議論になってまいりますと、

それはやはりいけないことだと。きのうもお答え申し

上げましたが、やはり不可欠な施設であるという認識

でもって考えておりますので、ぜひこれについては建

設してほしいというふうなことで考えていますが、何

分にも多額の建設費を要するものでございますから、

現在庁内の各部等とも連携をとりながら、いろんな角

度から建設の可能性等について検討すべきだと思って

ございますのでご了解いただきたいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  14番桑田鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  地デジの関係でございます。

いずれ今４地区については衛星でという話もございま

した。ただ、これは５年間の限定ということでできる

といいますか、そういうことだと思うんですが、いず

れ５年たった以降のこと等を考えればやはり普通の共

聴なりで対応すべきかなあとそういうふうに思います。 

 具体的に話をしますと、私どもの地域ではいわゆる

本波の沢と言われる地区、今そこは２世帯、３世帯か

な、ぐらいですし、堀切の地区に通称長崎と言われる

地区があるんですが、そこも２世帯、３世帯です。い

ずれここはだれが見ても映らないだろうと、そういう

ふうなところでございます。大変この地域の方々、地

区の方は不安に思っている、そういう状況なわけでご

ざいます。 

 そういうことで衛星で受信した場合、例えばＮＨＫ

であってもいわゆるローカル放送については見れない

のではないかという話もありますので、そういうこと

であれば、先ほど部長の答弁ですと２世帯から共聴施

設が可能だという話もございました。その辺も大変だ

とは思うんですが、地域にこう、こちらから担当のほ

うで入ってですね、デジサポの方々も含めて入ってい

ただきまして、具体的に説明をしてその不安を解消し

ていただく、そういう方法をとっていただければ助か

るのではないかなあと、そういうふうに思ってますの

で考え方をお尋ねします。 

 あとは野球場の件で、昨日来部長の答弁を聞いて、

今取り組んでいる状況については理解をするところで

ございます。ただ、今もお答えがあったんですが、平

成25年以降についてはどうなるのかわからない状況で

ある。そういうふうに思うわけでございます。そうす

ればですね、例えばじゃあつくろうということで１年

とか、今年考えたから来年はもうできんだ、とかいう

ことではないと思うので、いずれ早い時期にこのころ

をめどに、今庁内でいろいろ検討してる分についても

取りまとめをして、構想をつくってやっていくんだと

いう、そういうのもこうお示しをいただければありが

たいなとそういうふうに思います。 

 ３月議会でも市長の答弁にもあったんですが、場所

等についても検討した経過もあるということでしたの

で、その辺までお聞かせをいただければ、私ども関係

者としても大変ありがたいし、希望を持てるのかなあ

とそういうふうに思いますので、再度このことについ

てもお尋ねしたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  再度ご質問いただき

ました地デジの関係でございますが、議員ご指摘のよ

うに本波、長崎地区については本当に数戸しかないと

いう状況で、私どもといたしましても大変心配してる

地域でございます。 

 衛星放送、確かに、東京、在京の６局が５年間入っ

て見れるという状況でございまして、ローカル放送入

らないという難点もございます。これについてはぜひ

共聴設備できるのであれば地域の方々と相談しながら

共聴設備をするという方向性も模索するということで、

ぜひ私どものほうでも現地のほうに入りながらご相談

申し上げて、いい方向を導き出したいというふうに考



－103－ 

えております。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  野球場建設についてでありま

すけれども、これまでも答弁をさせていただいており

ますとおり、教育委員会、そして市長部局、各関係部

でもってさまざまな角度から検討をしている段階であ

ります。ただ、現時点でいつの時期までにどうすると

いう、まだ具体的なことをお示しできる状況にはござ

いませんので、この点についてはご理解をいただきた

いというふうに思っております。 

 基本的に、まず野球場の施設が久慈市にとって必要

であるかないかの検討、これがまず基本になければな

らないと思っております。 

 次に、国体に向けてどの施設を使うのか使わないの

かの検討、これらのことを勘案しながら、できるもの

ならばという議員、あるいは市民の皆さんのご希望が

あると思うんですが、できるものならば国体に間に合

うように建設すべし、こういったご意見があることも

十分に踏まえながら、さまざまな角度から検討をして

いくということでありますので、ご理解をよろしくお

願いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  14番桑田鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  今の野球場の関係、いずれ先

ほどの話よりは少し進んだのかなあと、そういうふう

な感じで安心をしているところでございます。 

 登壇者の藤島議員も話をしましたが、地域の高校野

球の県大会、久慈地区を中心とした県北地区で開催を

されたんですが、残念ながら久慈の市営球場は使って

いただけませんでした。いずれその理由についてはい

ろいろあると思うんですが、地域の方々は、「いやあ

桑田さん、非常に残念だったなあ」と、そういうふう

な話もございますので、ぜひとも前向きにご検討を、

今以上に検討を加えていただきまして、一日も早くこ

の構想が具現化、具体化するようにひとつ進めていた

だきたい。そういうふうに思います。 

 あと、17番の県道の改良整備についてでございます。

１番の野田山形線橋場地区でございます。このことに

ついては、これは平成11年、私議員に当選させていた

だきましたときからずうっと話をしてきました。とい

いますのは、平成11年の10月に、いわゆる県北地区を

襲った大雨がございました。そして281号が通れなく

なって、いわゆるこの県道野田線を通行してるプロの

ドライバーだったんですが、私の同級生でございます。

この橋場地区で事故で亡くなっております。そういう

ことから一日も早くここが改良される、そういうこと

を同級生の墓前に報告できればいいなあ。そういうこ

とで何度となく質問をしてきました。来年度完成とい

うことで大変担当部の取り組みにも感謝をするところ

でございます。これはきちんと整備をしていただきま

して、安心して通れる道路にしていただければ。そう

いうことでございます。いずれこのことは、部長、答

弁は要りません。私のほうから感謝を申し上げたいと

思いますので、そういうことでご理解いただければと

思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  21番下舘祥二君。 

○21番（下舘祥二君）  藤島議員の関連質問をさして

いただきたいと思います。 

 その前に、きのう村上部長さんが６次産業の答弁の

中で、菌床シイタケ雇用60人っていうことで大変喜ば

しい話をしていただいたわけでありますが、その際に

その６次産業っていうこと、これ市長の所信の中でも

出て、大事なとこに出てきておりますが、この６次産

業というのはいわゆる生産・加工・販売、このことを

指しての６次産業っていうことのようでございますが、

特にも販売っていう面ではどういうふうなかかわりを

市は持っていくのか。その辺を、加工・販売、この辺

を教えていただければと思います。 

 それから、関連に入らしていただきますが、口蹄疫

についてでありますが、これは各会派で大変関心を持

っていただいて心配いただいて、質問項目の中に皆さ

ん入れておるようでございますが、早速当局としてみ

れば闘牛を、平庭のつつじ場所の闘牛の中止、それか

ら消石灰を無料配布等々いろいろ対応をしてくださっ

て、昨日の答弁でもきちっと調査してきちっと危機管

理体制をしていくということで安心しておるところで

あります。 

 いずれ畜産農家、だれしもこれはご案内のとおりで

すが、生き物を大変可愛がってる人たちが畜産を始め

ているわけでありまして、宮崎で行われてる殺処分と

いう形の大変辛いやり方の処分というのには本当涙を

流していらっしゃることと思います。そこで、余り風

評被害っていうかうわさの域の中のものを出すってい
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うのもちょっと気が引けるわけですが、この久慈市に

宮崎からこの素牛が入っているかどうか。その辺をち

ょっと確認さしていただきたいと思います。 

 それから、後先になって申しわけないんですが、１

番の市長の所信表明の中で、姉妹都市締結50周年って

いうことでフランクリンに20名参加っていうことで市

長の答弁がございましたが、昨年のリトアニアの際に

も一般公募はなさらないのですかっていう市民の声が

ございました。今回はまだそういう話はないんですが、

一般公募をなさるお考えはないのかあるのか、その辺

をお伺いしたいと思います。 

 それから、あとは５番の交流と連帯の、食文化を通

じたこの内容についてということでございますが、こ

れの中身をもう少し詳しく教えていただきたいと思い

ます。とりあえずお願いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私から国際交流にかかわっ

てフランクリン市への訪問団のご質問でありますけれ

ども、今具体のいろいろなスケジュールについては詰

めている段階でありますけれども、団員の公募につき

ましては基本的には一般公募でいきたいなというふう

に現在考えているところでありますのでご了承願いた

いと思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  食文化の交流につき

まして、私のほうから答弁申し上げたいと思います。 

 これにつきましては、昨年度、八戸市と二戸市、久

慈市を交えた３圏域連携懇談会の中で事業を取り組ん

だものでございまして、北のコナモン博覧会というの

をことしの１月９日から３月22日まで開催いたしまし

た。内容的には北国の食を楽しもうということで、こ

の３市の飲食店を158店舗ほど指定をいたしまして、

そこのスタンプラリーをするというふうなことで、多

くの方々に参加をしていただいたと。これらの事業の

内容を少し発展的に、いろんな意味で活用しましょう

というふうな今協議をしてるところでございます。こ

れについては今年度後半のほうに具体的な事業内容を

組んでいこうとういうふうな基本的な合意はできてお

りますが、これから具体的な、今年度分については具

体的な内容を提示できるものというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ２点ご質問、菌床シイ

タケと口蹄疫のご質問にお答えを申し上げたいと思い

ます。 

 まず 初の菌床シイタケにかかわって60人の雇用が

あると。それはその加工の問題でございますけども、

この方は菌床による干しシイタケの加工をなさってい

る方でございまして、総合的にあと宿泊施設も経営し

ていらっしゃる方でございます。そのようなことで、

そういう加工があると、そして八戸方面にも流通させ

ていくと、そういうことで60人の雇用があると、その

ように申し上げたものでございます。 

 あと、口蹄疫にかかわって久慈市に素牛が入ってい

るかどうかというご質問です。 

 久慈市には入ってございません。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  21番下舘祥二君。 

○21番（下舘祥二君）  ありがとうございました。 

 この６次産業の一般的にこの菌床シイタケじゃなく

ですね、一般的にさまざまな具体的なこの品目等を目

標にしているものがあると思うんですよね。この販売

にしても加工にしても。それらのその何ていうか販

売・加工にどういうふうな市としてかかわりを持って

いくかっていうことなんですが。そういうことで、も

う一回お聞きしたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 それから、その食文化のこれからいろいろ事業内容

等を詰めていかれるっていうことのようですが、いつ

も私は感じてるんですが、独自にこの久慈広域圏、久

慈の中でもさまざまな隠れた郷土料理っていうのがあ

ると思うんですよね。おもてに出てない。そういうも

のもこの事業の中ではちょっと、ちょっと違うのかも

しれませんけども、いずれそういうものも掘り起こし

ってものも考えたりですね、していただきたい部分が

ありますし、また、当時、何年前だったですか、旧山

形村等の時代に郷土料理のレシピづくり、今流に創作

料理をしようっていうことで、特別に嘱託として料理

人を１年間山形へおいでいただいて、その創作料理の

さまざまなものをレシピづくりをしていただいた経緯

がございまして、そういったものも考えていきながら

進めていくべきじゃないかと。ちょっとこの趣旨から
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離れるかもしれませんけども、一応そういうことを要

望させていただいておきます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ６次産業化について、基本的

なことについて私からお話をさせていただきたいと思

います。 

 私は、この６次産業化、「１次産業×２次産業×

３次産業」、これを実現すべきだとこう思っておりま

す。また、ただこれに加えて交流、体験といった側面

も含めた、海業・山業・里業を提唱しております。 

 そうした中でこの６次産業化、大きく分ければ二つ

に類型化できるのかなと思っております。その一つは

生産者みずからが加工し販売をしていくという、いわ

ば一貫経営。もう一つには、それぞれの１次産業、２

次産業、３次産業を結びつけていくという手法があろ

うかと思っております。先ほど部長から答弁をいたし

ました菌床シイタケについては一貫経営に近い類型だ

というふうに思っておりますし、また牛を飼育なさっ

ている方、この方も一貫的な６次産業化を目指す、こ

ういった動きにも出てきております。こういった動き

を強めていくと同時に、例えば久慈市漁業協同組合、

ワンフローズンのサバを今出しているわけであります

が、これはただ単に店頭を通すということではなくて、

大手小売業と直接連携するような形で、もちろん生産

をし、加工までは漁協でやっているわけでありますが、

その後の流通といった点について他事業者との連携を

深めていっていると、こういう形態に属するというふ

うに思っております。 

 こういった中で必要なものはそういった結びつける

という作業と同時に、一貫経営を目指すという場合に

はどうしても新分野に進出をしていくということにな

りますので、その面の人材育成、研究等々が大きな

テーマになってまいります。産学官連携等々を行いな

がら、こういった類型化ごとに適切な対応をしてまい

りたいとこのように考えています。 

 詳細については下舘部長から答弁をさせます。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  市長のほうからほと

んどご答弁を申し上げたとおりでありますが、議員も

ご承知のとおりでありますけれども、今いわゆる人材

育成あるいはいろんな資格、あるいは地元の物を活用

した食材の発掘、そういったもの、こういったものを

新パッケージ事業の中で人材育成事業として取り組み

をしております。一例を申し上げるならば、地元にと

れる食材、その他を使って商品化しましょうというよ

うなことで、野菜ソムリエの資格をとっていただいた。

そういった経緯もございますし、結果として雇用がな

され、あるいはソムリエの資格を取得した方が店舗の

展開もされているというようなこともございますんで、

そういった形で地域のそういった伝統料理的なものも

含めながら、地域の食材を生かした形でいろんな方々

が勉強していただき、その人材育成をし雇用にもつな

げていく。そして、販売、そういったものにも、ある

いは生産にもつなげていくという形で、そのパッケー

ジ事業の中でまた支援をしてまいりたい。このように

考えております。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  食文化の交流関係に

つきまして、再度私のほうからご答弁申し上げたいと

思います。 

 このコナモン博関係、いろんな粉にこだわった食品

を題材にした連携交流を図りましょうということで昨

年度から本格的に取り組んだわけでございますが、今

年度反省をいたしまして、３市だけではなくて、やっ

ぱりそれぞれの圏域、広域圏を含めた取り組みという

ところも必要ではないだろうかというのは担当者レベ

ルでの話し合いになっておりまして、これについては

振興局のほうが中心になりまして、各町村のほうにも、

久慈管内の場合は町村のほうに働きかけているところ

もございます。ですから、いろんな事業の中で取り組

める部分があれば管内の町村の皆様にも参加いただき

ながら、これらの事業の拡大を図ってまいりたいとい

うふうな考えを持っております。 

 また、先ほどご提案ありました創作料理関係の分で

ございますが、これについては先ほどの下舘部長の事

業の答弁の引用ではございませんが、いろんなパッ

ケージ事業等もあるようでございますので、いろんな

機会をとらえて、こういうふうな粉にこだわった食品

関係の開発等ができるのであれば何とか働きかけてま

いりたいというふうに考えております。これについて

は研究させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 



－106－ 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、民主党、小倉建一君。 

    〔民主党小倉建一君登壇〕 

○９番（小倉建一君）  民主党の小倉建一でございま

す。私は、第22回久慈市議会定例会に当たり、この３

月の山内市長選挙公約、今議会での市長所信表明演述

を中心に、久慈市が当面する市政の諸課題について、

市長並びに教育長に対し一般質問を行います。 

 既に登壇された質問者と重複する項目がございます

が、割愛せずに通告に従って質問いたします。 

 初の市長公約については３点にわたってお伺いし

ます。 

 まず、教育、子育て支援、高齢者支援、障害者支援

の充実の項目の中に掲げております岩手国体に向けた

取り組みと施設設備の整備・充実についてであります。

この公約実現のための進め方、目標について具体的に

お示し願います。 

 ２点目は、雇用の場の創出・確保の項目に掲げてお

ります新エネルギーの導入についてお伺いします。 

 この新エネルギーの導入については４年前、７年前

の公約には掲げておりませんでしたので、初めての公

約ということになりました。この公約の具体的目標に

ついてお示し願います。 

 ３点目は、協働によるまちづくりと内外の交流促進、

地域コミュニティの活性化の項目に掲げております山、

里、海に賦存する観光・交流拠点機能の整備充実につ

いてお伺いします。 

 交流定住人口を図るための施策ですが、この公約に

ついても具体的目標についてお示し願います。 

 質問項目の２番目として、市制施行５周年記念事業

についてお伺いします。 

 平成18年に新久慈市が誕生してから早いもので５年

目を迎えております。この５周年を記念しての事業を

どのように行うのか、その計画について具体的にお示

し願います。 

 次に、津波対策についてお伺いします。 

 南米チリでこの２月27日発生したマグニチュード

8.8の巨大地震で発生した津波は北海道から沖縄の全

域に到達しました。一部では浸水などの被害も出まし

たが、気象庁が予想した３メートル級の大津波は起こ

らず 悪の事態は免れましたが、それでも各地で避難

場所の環境整備などが課題として浮き彫りになったよ

うであります。 

 また、チリの震源地付近の河川では５キロメートル

以上にわたって６メートルもの津波が逆流したという

驚くべき事実が日本の土木学会の調査で確認されてお

ります。今後、宮城県沖巨大地震が10年以内に起こる

確率が70％になったとの昨日からの一般質問での答弁

もありました。現在の津波対策の現状と課題について

お示し願います。 

 次に、久慈地区火葬場にかかわってお伺いします。 

 昨日の一般質問での質疑もありました。新築計画が

あり既に動いているとのことでありました。現在の計

画、進捗状況について詳しくお示し願います。 

 質問項目の５番目は、水産振興についてであります。

三陸沿岸各地ではつくり育てる漁業が推進されある程

度の成果は上がっているものと思いますが、さらなる

漁業所得の安定向上のため、久慈市独自の海業の振興

に力を注ぎ、雇用の創出と確保にもつなげる必要が大

いにあると思っております。今後の水産振興策につい

て、具体的にお示し願います。 

 次に、雇用の場の創出と確保についてお伺いします。 

 この雇用の場の創出と確保は、今や全国的課題でも

ありますし、久慈市にとっても喫緊のそして 大の課

題でもあります。そのかぎは内発型産業振興にあると

思っておりますが、山内市長も旧久慈市長のときから

未利用資源の活用による内発型産業振興などを施策に

掲げてきておりますし、さきの選挙でも雇用の場の創

出・確保を重点公約と位置づけております。雇用の場

の創出と確保に係るこれまでの成果と課題を具体的に

お示し願いますとともに、今任期中の具体的目標につ

いてもお示し願います。 

 次に、観光振興についてお伺いします。 

 観光振興は、久慈市にとって優先的に継続的に、そ

して大々的に進めなければならない施策だと思ってお

ります。山内市長も観光は総合産業と位置づけてもお

ります。東北新幹線は12月には青森まで延伸されます

し、平泉の世界遺産登録によるプラス効果も期待でき

ますが、これまで同様の観光振興策では取り残される

こと必至であります。久慈独自の戦略をどのように練

り上げ、雇用の創出、確保にまで成果を上げることが

できるのか重要な課題であります。今後の観光振興策

について具体的にお示し願います。 
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 質問項目の８番目として、総合運動公園構想につい

てお伺いします。 

 平成28年の岩手国体軟式野球競技会場内定のこの機

会を生かし、約10年前に策定した総合運動公園整備基

本計画を活用しながら、久慈広域圏の中核と成り得る

公園、災害時に有効活用できる公園として整備に取り

かかるべきだと考えております。昨日からの一般質問

でもほとんどの議員から野球場を新設すべきとの声が

上がっておりますし、また、市長にも直接多くの市民

の声が届いていることと思います。市長の英断で総合

運動公園の基本構想、基本計画策定準備に取りかかる

べきであります。現在の取り組み状況についてお示し

願います。 

 次に、教育行政にかかわって３点、教育長にお伺い

します。 

 １点目は、次期岩手国体開催にかかわってでありま

す。柔道競技と軟式野球競技の会場地内定は大変喜ば

しいことでありますが、また、その準備も大変だと聞

いております。市を挙げての準備が必要だろうと思っ

ておりますが、これまでの準備状況ととりあえず今年

度の準備活動計画について具体的にお示し願います。 

 次に、仮設球場であります久慈市営野球場について

お伺いします。 

 この仮設球場は、平成８年建設以来既に14年も経過

しております。また、さきの第71回国民体育大会開催

地内定に係る中央競技団体正規視察において、主会場

とする場合には大幅な改修の必要性が懸念されると指

摘を受けております。この際、仮設球場の大改修より

も新球場建設を選択すべきであります。 

 さらには球場用地の目的外使用の問題もあるかと思

いますが、現時点での今後の用地使用制限についてお

示し願います。 

 後に、柔道のまちづくりについてお伺いします。 

 本市出身で柔道の神髄を究めた三船久蔵十段の偉業

を顕彰し、ふるさと創生事業で柔道のまちづくりを標

榜して以来、既に20年以上が経過しました。関係者の

ご努力により、柔道のまち久慈も定着してきたと見て

おりますが、現在の取り組み状況とこれまでの成果、

課題についてお示し願います。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  民主党、小倉建一議員のご質

問にお答えをいたします。 

 初に、市長公約についてとの項目についてお答え

をいたします。 

 まず、岩手国体開催に向けた施設整備の整備・充実

についてでありますが、岩手県準備委員会が提示した

大会開催方針において、競技施設は、既存施設を 大

限活用するなど、国体改革の趣旨も踏まえて簡素・効

率化に努めるなど、県民による手づくりの大会運営を

目指すこととされておりますことから、施設整備につ

いては 小限の整備にとどめられる状況にあるものと

認識をいたしております。 

 今後、会場地として選定を受けております柔道競技

及び軟式野球競技に係る施設の整備につきましては、

国体競技施設基準に示された整備を基本に進めてまい

りたいと考えております。 

 次に、新エネルギー産業の導入についてお答えをい

たします。 

 企業誘致は、雇用の場の創出・確保を実現する取り

組みの大きな柱の一つであり、誘致活動に当たっては、

今後、成長が期待される産業や当地域の特性を生かし

得る企業への働きかけを重視しているところでありま

す。 

 当地域は、豊富な森林資源や主要産業である畜産業

から排出される廃棄物など、有効活用が期待される地

域資源が豊富に存在するととらえております。これら

地域資源などの活用による新エネルギー産業は、有力

な誘致活動の対象になるものと考えておりますので、

今後も情報収集に努め、新エネルギー産業の誘致にも

取り組んでまいります。 

 なお、具体的目標についてのお尋ねでありますが、

ご承知のとおり企業の投資マインドは経済情勢に大き

く左右されることや、現時点では具体案件を申し上げ

る環境にないことから設定は難しい状況にありますの

でご了承願います。 

 次に、観光・交流拠点機能の整備充実についてであ

ります。観光は農林水産業や商工業等を集約した総合

産業であるとの認識に立ち、行政、観光関連団体、民

間事業者及び市民が互いに連携し、資源を生かしなが

ら交流人口の拡大と観光振興を図ってまいりたいと考

えているところであります。 

 このことから、総合産業としての観光の推進、各種
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イベントの充実、体験型観光の推進、観光資源の整備

とルートの確立を大きな柱として、計画的かつ効果的

に取り組んでまいりたいと考えており、山、里、海、

すべてのエリアにおいて現存する地域資源を活用した

体験型、参加型の観光を推進してまいりたいと考えて

おります。 

 なお、現在建設中の海女センターについては、北限

の海女が地域とともに継承されており、観光交流拠点

機能の整備、充実における取り組みの一つであるとと

らえているところであります。 

 次に、市制施行５周年記念事業についてお答えをい

たします。 

 具体的な事業計画につきましては、さきの政和会代

表、藤島議員にお答えいたしましたとおり、３月に予

定しております記念式典の開催、新市の花・鳥・木の

制定、記念式典での紹介並びに各種冠事業を実施して

まいりたいと考えております。 

 次に、津波対策についてお答えをいたします。 

 津波対策につきましては、先の政和会代表、藤島議

員にお答えいたしましたとおり、国、県、市及び住民

と連携し津波対策を実施しているところであります。

今後につきましても住民の方々の意識の高揚を図り、

久慈湾湾口防波堤の整備促進、防潮堤の陸こう等の遠

隔操作化など、引き続き国及び県に対しまして要望す

るとともに、地域住民と一体となって津波対策に鋭意

取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、久慈地区火葬場についてお答えをいたします。 

 火葬場の新築計画及び進捗状況でありますが、昨日

の新政会代表、泉川議員ほかにお答えいたしましたと

おり、候補地を夏井町鳥谷地内の民間野球場用地とし、

５月26日には住民説明会が行われたところであり、今

後は地域住民の理解を得るべく、引き続き住民説明会

等の開催を実施し、合意形成に努めてまいりたいと久

慈広域連合から伺っているところであります。 

 次に、水産振興についてお答えいたします。 

 今後の水産振興策についてでありますが、サケを初

めとするアワビ・ウニ・ヒラメの稚魚、種苗放流事業

の実施や久喜東漁場の漁場造成事業の推進に努め、当

市の主要水産物でありますアワビ・ウニなどの磯根漁

業の振興を図るとともに、現在、ナマコの増殖等に向

けた生息調査・研究に取り組んでいるところであり、

今後ともつくり育てる漁業の積極的な推進を図ってま

いりたいと考えております。 

 次に、雇用の場の創出と確保についてお答えをいた

します。 

 雇用の場の創出・確保に取り組むに当たり、私は四

つの視点・戦略を立ててきたところであります。 

 一つ目の戦略は、当地域の特性を生かし得る企業へ

の誘致活動であります。各種優遇制度の充実など誘致

に当たっての熱意をおくみ取りいただき、北日本造船

株式会社久慈工場などの立地が実現できたところであ

ります。二つ目の戦略は、既立地企業に対するフォ

ローアップの徹底であります。操業環境の改善や各種

助成制度活用の促進などを通じて業績を伸ばしていた

だくことによりまして、雇用の場の拡大につなげてい

くという戦略であり、盛岡東京電波久慈工場の増設に

つながったところであります。三つ目の戦略は、地域

資源を活用した内発型産業の振興であります。国、県

等の各種助成制度の活用促進、岩手大学や産業支援機

関との連携及び久慈・ふるさと創造基金の活用による

企業支援により雇用の場の創出を促進しようとするも

のであります。四つ目の戦略は、交流人口の増大によ

る地域経済の活性化であります。 

 これら四つの戦略を柱とする取り組みにより、先ほ

ど申し述べた企業誘致や工場の増設など一定の成果を

上げることができたところであり、引き続きこの基本

戦略に立って、市政の重要課題である雇用の場の創

出・確保に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、求職者支援といたしましては、これまで国の

緊急雇用創出事業、及びふるさと雇用再生特別基金事

業などの活用のほかに、就労機会創出特別事業、再就

職緊急支援奨励金補助金等、各種事業の展開により雇

用機会の創出に取り組んできたところであります。 

 また、久慈市雇用開発促進協議会におきましても、

地域雇用創造推進事業、新パッケージ事業であります

けれども、あるいは地域雇用創造実現事業の実施によ

り、一定の雇用に結びついたものと承知をいたしてお

ります。 

 いずれ、当地域の雇用情勢は依然として厳しい状況

にあり、今後とも関係機関と連携しながら、雇用の場

の創出確保に全力を傾注してまいる覚悟でありますの

で、ご了承願います。 

 次に、今後の観光振興策についてお答えをいたしま

す。 
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 当市では、各種観光資源、各種イベントの充実を図

るとともに、着地型観光を目指した観光ツアー造成を

委託し、北限の海女フェスティバル、平庭闘牛大会や

久慈秋まつりなど代表的なイベントと連携を行いなが

ら、積極的に誘客に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、市内観光施設において、合同で取り組んでお

ります高速自動車道のＥＴＣ利用者へのスタンプラ

リー特典サービスの提供による誘客についても支援し

てまいります。 

 今後とも、山・里・海それぞれ特色のあるエリアに

おいて、琥珀体験や、北限の海女の実演など体験型観

光、あるいは食をテーマとした観光振興を推進すると

ともに、長年の取り組みにより、充実しつつある教育

旅行とあわせまして、時代のニーズに対応した観光振

興に取り組んでまいりたいと考えております。 

 後に、総合運動公園構想についてお答えをいたし

ます。 

 かつて、旧久慈市では、野球場、体育館などを複合

的に整備する内容の久慈運動公園基本計画という名称

の構想を平成９年に策定した経緯がありました。 

 しかしながら、この計画策定から相当の年数が経過

していることや、既に、市民体育館が完成しているほ

か、昨今の厳しい財政状況等を勘案をいたしますと、

今後新たに構想を策定し、施設整備に臨むことは相当

に困難が伴うものと認識をいたしております。 

 ちなみに資料によりますと、当時の平成９年のその

構想でありますが、事業費概算が94億円から103億円、

面積にして38万5,000平米から45万平米いうふうに伺

っているところであります。 

 以上で、民主党、小倉建一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  民主党、小倉建一議員のご

質問にお答えをいたします。 

 初に、平成28年岩手国体開催に係るこれまでの準

備状況と今年度の準備活動計画についてでありますが、

柔道競技につきましては、平成21年３月30日の第１次

選定において久慈市が会場に選定されたところであり、

また、軟式野球競技につきましては、本年３月29日の

県準備委員会常任委員会において、招致準備委員会参

加の久慈近郊７市町村に岩泉町を加えた８市町村が会

場地として選定されたところであります。 

 今年度の活動につきましては、軟式野球競技は４月

15日に開催準備委員会を設立し、５月11日から13日ま

で中央競技団体正規視察を受けたところであり、柔道

競技は６月10日に開催準備委員会を設立し、８月に中

央競技団体正規視察を受けるほか、本年９月下旬には

ゆめ半島千葉国体の両競技への視察員の派遣等を予定

しているとこであります。 

 次に、現在の市営野球場についてでありますが、こ

の用地につきましては、平成26年３月31日までの５年

間、国土交通省東北地方整備局長から、公共下水道施

設用地の目的外使用の承認を得て使用しているもので

あります。 

 現時点で、平成26年度以降の継続使用につきまして

は見通しが立ってない状況でありますが、久慈浄化セ

ンターの状況を勘案しながら、可能な限り野球場用地

として使用できるよう競技を継続してまいりたいと考

えております。 

 後に、柔道のまちづくりについてでありますが、

これまで、親しみやすい柔道の普及と技術力の向上等

を主要施策に掲げ、三船十段資料の収集・展示や岩手

大学との連携による柔道と関連づけた運動プログラム

づくり、各種大会や柔道教室の開催、少年・高校柔道

強化遠征事業などに取り組んでいるところであります。 

 去る３月には、久慈高校男子柔道部が、全国高等学

校柔道選手権大会に初出場するなど、取り組みの成果

は着実にあらわれているものと考えております。 

 今後、平成28年岩手国体柔道競技への準備が大きな

課題になるものと認識をしており、これまでの競技力

向上対策等の取り組みを一層充実するとともに、国体

開催の受け入れ態勢の整備を進め、市内外に「柔道の

まち久慈」を情報発信しながら、柔道を活用した地域

の活性化が図られるよう各種施策の展開に努めてまい

りたいと考えております。 

 以上、民主党、小倉建一議員に対する私からの答弁

を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問を許します。９番小

倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  それでは、何点か再質問をさ

せていただきます。 

 市制施行５周年記念事業についてお伺いしますが、
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記念式典での功労者表彰等を予定されておりますし、

花・鳥・木の制定も予定されているということでござ

いました。 

 旧久慈市には、市民憲章、そしてまた市民の歌、市

民歌などがありましたが、この市民憲章、そして市民

歌の制定などについては、どのように考えているか、

お伺いしたいと思います。 

 次に、津波対策についても再質問いたします。 

 ２月のチリ地震大津波警報の際の避難命令が出た地

区があると思いますが、その地区の総人数、そしてま

た避難した市内の総人数についてお伺いいたします。

また、その際の避難継続時間はどれくらいであったか、

お伺いしたいと思います。 

 次に、久慈地区火葬場についても再質問いたします。 

 現在、民間野球場用地を候補地として説明会を開催

したとのことでありました。そこで確認したいと思い

ますが、あの土地に現在使われております室内練習場

もございます。この場所も予定地に入っているのかど

うかをお伺いしたいと思います。 

 次に、水産振興についてもお伺いしますが、先ほど

もナマコの増殖の話も出ておりました。私もこのナマ

コの増植により商品価値を上げ、流通に乗せれば久慈

のよい産業になるなとこのように考えておりますが、

当時19年12月議会の答弁でも、この水産物の主力商品

候補としてナマコの増殖が有効であるということであ

りました。実は、ことしにその種苗を買っているかど

うかということを確認したいと思います。漁協で買う

ことになるかと思いますが、その購入等についてお伺

いしたいと思います。 

 雇用の場の創出と確保についてでありますが、誘致

企業、北日本造船等、あるいは既にある企業のフォ

ローアップ等をやっていただいておりますが、私はこ

の地場産業、内発型産業についてやはり重要だと思っ

ております。ぜひこの市を挙げて、庁内を挙げて取り

組むべきだと思っておりますが、庁内プロジェクト

チームをつくるなどをしてこの行動計画を立て、そし

て行動に移るべきだとこのように考えておりますが、

市長の考え方についてお伺いしたいと思います。 

 さらに、観光振興についても再質問いたしますが、

イベントと連携しながら誘客に努めるというようなこ

とでございましたが、先ほども質問しておりますが、

八戸以北の新幹線の延伸があるわけですが、この際の

盛岡以北の停車駅等の変化があるのかどうか、確認さ

せていただきたいと思います。 

 総合運動公園構想については、昨日も教育長から体

育協会所属の競技人口2,134名のうち909名、野球協会

所属、42.6％も占めているということもありましたし、

市内少年野球団員約300名、中学校野球部員約200名、

市内２校の高校野球部員約100名というように大変な

野球人口になっております。この野球人口での市外

チームとの交流、そして県大会、東北大会、全国大会

の大会誘致、大学チーム等の合宿の誘致等による交流

人口の拡大も大いに期待されるところでございます。

そのためにも、ぜひこの総合運動公園内に野球場をつ

くり、このような経済活動にまで波及する野球場建設

をぜひとも成し遂げるべきだとこのように思っており

ます。 

 先ほどは、国体の基準という話も出て何か消極的に

聞こえておりましたので、ぜひこの市長の生の声でや

る気を示していただきたいと思います。庁内での検討

会も当然必要ではあります。それ以上に市長のリー

ダーシップを生かしていただきたいと思います。市長

の生の声でやる気をお示し願います。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうから、チリ地震

津波関連について、チリ地震の関連についてお答えし

たいと思います。 

 避難勧告、避難の勧告の対象が、久慈市の場合は総

勢対象が8,945人でございます。そのうち避難所に避

難した方が1,078名（12.1％）でございます。ただし、

これは避難所で確認した人数でございまして、その後

のアンケート調査等でやりました対象地域における

300人を対象にしましたアンケートによりますと、

65.6％の方が避難したということになってございます。 

 また、問題となっておりますのが、いずれ津波到達

予測時間13時30分ごろだったんですけれども、それか

ら津波警報が解除になったのが、あのときが翌１時ご

ろだったと思いますが、そのころまで避難勧告が出た

わけですけれども、実際には夕方ごろお帰りになった

ということで、これは非常に私たちも問題意識を持っ

ているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 
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○総合政策部長（大湊清信君）  ５周年事業にかかわ

りましての市民憲章、市民歌の制定のご質問をちょう

だいいたしました。これにつきましては、市民の一体

感の醸成、あるいは郷土愛の醸成というところでは、

相当の予想し得る制定ものかなというふうな認識は持

っておりますけれども、これの制定につきましては、

今回は花・鳥・木を主体にした制定を目指してまいり

たいというふうに考えております。また、いずれ機会

がありましたらば、その機会をとらえながら、これら

の制定については検討をされるものというふうに考え

ております。 

 それから、私のほうから二戸駅の停車の関係でござ

いますが、これについては、二戸駅利用促進協議会、

これが19市町村でしたか、周囲の市町村が加わっての

協議会がございますが、ここのところで二戸市のほう

が代表いたしまして、ＪＲのほうにぜひ停車駅をしっ

かり確保してほしいというふうなお願いはしてきたよ

うでございますが、なかなか厳しい状況であったとい

うふうな要望活動の状況も伺っております。 

 これについては、いずれ大部分の方、久慈市の大部

分の方は二戸駅を利用しているという現状もございま

すので、何とか削減のないように頑張ってまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  私からは、内発型産業振興、

それから野球場の建設について、２点についてお答え

をいたします。 

 内発型産業振興という言葉は、余り使われていなか

ったころから私が好んで使い始めた言葉であります。

このイメージとすれば、地場産業という言葉が当時は

よく使われていたと思うんでありますが、その地場産

業というと、どちらかと言えば第一次産業に近いイ

メージが多かったものですから、違ったイメージでも

ってこの地域の内包している活力を引き出しながら、

起業、いわゆる操業に結びつけていこうと。こういっ

たイメージから内発型産業振興とこう呼びあらわして

いるところであります。 

 この内発型産業振興については、未利用資源の活用

といったところが出発点にあるものだろうとこのよう

に思っております。この未利用資源を発掘、利活用し

ていくためには、何と言ってもここに住まいする私た

ち市民が、その価値に気づかなければならないという

ことから、言わば地域見直し運動にもつながるものだ

ろうとこのように思っております。そして、その未利

用資源を発掘できたならば、有効活用するためのさま

ざまな方途を講じていかなければならない。そのため

の仕掛けとして、例えば産学官連携の仕組みをしっか

りとつくることも必要であろうし、また同時に、創業

意欲、いわゆる起業マインドができたときに、それを

しっかり支える仕組みも必要だろうということで、久

慈ふるさと創造基金などの創設を行ってきたところで

あります。 

 いずれこういった内発型産業振興を行っていくため

には、起業、業を起こすための支援、あるいは新分野

に進出する際に対する支援、あるいは新商品を開発す

る際に行われるべき支援とさまざまな支援が考えられ

るわけでありまして、これは各部連携のもとで進めて

まいらなければならない課題であろうというふうにと

らえております。 

 したがって、ご質問では、庁内プロジェクトチーム

をつくってはどうかとのご提言でありますけれども、

同じような考えでもって、実は総合政策部の設置をお

願いをし、同時に産業開発担当部をその部付部として

機構整備をしたところであります。こういったところ

と関係部とが一体となった形で取り組むことによって、

議員ご提案のプロジェクトチームに近い機能を発揮で

きるものだろうと、現在ではそのように考えておりま

す。 

 それから、野球場の建設についてでありますけれど

も、このことにつきましては、先ほどの藤島議員の関

連質問において桑田議員がご質問をされましたが、そ

の際にお答えをいたしたとおりでありますので、ご了

承を願います。 

○副議長（濱欠明宏君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  久慈地区火葬場につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 民間野球場のお隣の室内練習場も予定地に入ってい

るのかということでございますが、予定地の中に入っ

ていないと聞いております。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  水産振興にかかわって

ナマコの放流を今年度継続するのかとの質問でござい
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ます。今年度は放流計画はございませんで、今後の可

能性を検証するため、平成20年度・21年度に放流した

地区の追跡調査を実施すると、久慈市漁業協同組合か

ら伺ってございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  観光振興についてであります

が、二戸の停車駅の話もありましたし、そういうこと

からも八戸市ではこのＪＲ八戸線を重要視して観光の

戦略を立てようとしているというような状況なようで

ございますが、八戸に、二戸じゃなく、あるいは盛岡

でもなく、八戸に来て何かしてもらう戦略が必要だな

というのは八戸と同じ考えでいかなければならないな

という気がしておりますが、その辺のこの八戸線活用

のための八戸市との連携については、どのように進ん

でいるのか、お伺いしたいと思います。 

 また、先ほどは、野球場の総合運動公園で桑田議員

にしゃべったとおりだというようなことでございまし

たが、もうちょっと市長から力強くこの答弁をいただ

ければ、なるほどなとこういうところでございますが、

改めてこのやる気があった言葉には聞いておりますが、

再度この市長の声でひとつお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  常に正直に申し上げているも

のですから新たな言葉が見つかりません。いずれ、先

ほどから答弁においてご説明を申し上げておりますと

おり、まずはその久慈市にとって野球場という施設が

必要なものかどうかということの根本的なことの議論

をしっかりしなければならない。その上に立って必要

だということになれば、じゃ現球場をどの程度まで使

うことができるのかできないのか。その上に立って新

施設をつくるその工程、あるいは財源を確保すること

ができるか等々といったような具体的な検討を、今教

育委員会と市長部局でもって検討中であるとこういう

ことであります。それが先ほど申し上げた内容であり

ます。こういったことで、さまざまな角度から鋭意検

討しているということでご理解をいただきたいと存じ

ます。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、ＪＲ八戸

線を利用しての、いわゆる八戸から何かしてもらって

の観光振興という部分での取り組み状況といいましょ

うか、考え方についてのご質問であります。 

 ご案内のとおりでありまして、先ほども市長のほう

から答弁申し上げましたけれども、いわゆる観光振興、

これにつきましては総合産業ととらえてのということ

で、イベントの充実、体験型の推進、観光資源の整備

とか、あるいはそういった部分で取り組んでいくんだ

ということをご答弁を申し上げました。 

 なおかつ、議員もご案内のとおりでありますけれど

も、三圏域連携ということで、いわゆる観光部会等も

設置されてございます。そういった中で、いわゆる陸

中海岸、あるいはこの三陸海岸と申しましょうか、そ

ういった部分の観光地、あるいはそういったＰＲ等も

つくろうということで、昨年度から取り組みを進めて

ございますので、そういったものも活用しながら、こ

のいわゆる岩手県、あるいは久慈市方面、三陸海岸に

向かっての誘客に努めてまいりたいとこのように考え

ております。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  先ほどは市長からのその野球

場についてのこれからというようなことなわけですが、

教育長、ぜひエールを送りたいと思いますが、先ほど

は、野球はやっぱり必要だという教育長が答弁しまし

たので非常に心強いと思っておりますが、ひとつ財政

当局に負けないようにこの建設の必要性を説いていた

だきたいと思いますが、改めてこのやる気をひとつお

示し願いたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  野球場の必要性というのは、

先ほど来ここで答弁したとおりでございます。いずれ、

今まさにこの検討中ということでございますので、こ

れについては、さらにまた財政当局のほうにも説明を

加えてまいりたいというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問を打ち切ります。 

 次に、公明党、山口健一君。 

    〔公明党山口健一君登壇〕 

○10番（山口健一君）  第22回定例会に当たり、当面

する市政の諸課題について、市長並びに教育長に一般

質問を行います。 

 質問に入る前に、宮崎県で起きた口蹄疫問題につい
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て、被災農家や関係者に対し心からお見舞いを申し上

げ、一日も早い終息をお祈りいたします。 

 それでは、通告に従い順次質問いたします。前の登

壇者と重複する部分もありますが、割愛せずに質問い

たします。 

 市長は、３月の市長選において激戦を勝ち抜かれ見

事当選されましたことに、改めて心から敬意を表しま

す。今、財政や雇用情勢の厳しい中での船出になるわ

けですが、市長は、当選のときから市民協働や開かれ

た市政を掲げ７年間が過ぎました。合併して２期目に

入るわけですが、この４年間、何に力を入れていくの

か、お伺いいたします。 

 また、市長は、「ひと輝くまち」をキャッチフレー

ズにしています。「ひと輝くまち」をつくっていくの

は、まさに人づくりだと思います。職員の資質の向上

など人材育成をどのように考えているのか、お伺いい

たします。 

 ２番目は、国際交流についてであります。 

 本年、アメリカフランクリン市との姉妹都市締結50

周年事業を予定しているようですが、多くの市民が参

加できるよう配慮すべきと思いますが、考え方につい

てお伺いいたします。 

 ３番目は、地球温暖化防止対策についてお伺いいた

します。 

 １点目は、防犯灯など街路灯をＬＥＤ照明やナトリ

ウム灯に転換し、ＣＯ２排出量の削減をしているとこ

ろもありますが、当市の今後の取り組み方についてお

伺いいたします。 

 ２点目は、家庭でのＣＯ２削減についてであります。 

 ある自治体では、排出量の６割を占める家庭のＣＯ２

削減のため、国の緊急雇用創出基金を活用して、電気

やガス、水道料などを記録する環境家計簿を全戸配付

し、全世帯を戸別訪問して、環境家計簿の記入を依頼

し、家庭でのＣＯ２削減を目指しているところもあり

ます。当市の取り組み方についてお伺いいたします。 

 ４番目の福祉行政については、５点、お尋ねいたし

ます。 

 １点目は、乳がん等の無料クーポン券についてであ

ります。 

 昨年から乳がん、子宮頸がんの予防と検診率の向上

を目指し、無料クーポン券の交付を行いました。そこ

で今年度も引き続き実施すべきと思いますが、考え方

についてお伺いいたします。 

 ２点目は、子宮頸がんワクチン接種の公費助成につ

いてであります。 

 この問題につきましては、前回の議会でも質問して

おります。ワクチンの有効性や国や他市町村の動向に

注視したいと答弁しております。子宮頸がんワクチン

は予防効果があるとされています。また乳幼児を対象

とするヒブワクチンに多くの自治体が公費助成による

ワクチン接種を行っています。そこで、当市のワクチ

ン接種の考え方についてお伺いいたします。 

 ３点目は、乳幼児医療費助成についてであります。 

 この問題につきましては、以前から子育て支援のた

め対象年齢の拡大を訴えてきましたが、このたび対象

年齢の拡大を考えているようですが具体的にお伺いい

たします。 

 ４点目は、発達障害についてであります。 

 やはりこの問題につきましても、平成19年12月議会

で、乳幼児健康診査を３歳から５歳になるまでの間に

発達支援の検診を訴えてきました。このたび３歳児健

診において発達支援事業を実施するとしていますが、

具体的取り組み方についてお伺いいたします。 

 ５点目は、介護予防プランについてであります。 

 介護保険制度が始まってから９年が過ぎ、国民の間

に広く定着してきましたが、さまざまな問題が出てき

ています。何と言っても要介護にならないようにする

ことが重要視されています。そこで、当市でも今年度、

介護予防プログラムの実践指導を行うとしていますが、

具体的内容についてお伺いいたします。 

 ５番目は、森のトレーについてであります。 

 森のトレー訴訟は、提訴から６年、本年９月に判決

が出ると報道がありました。勝訴、敗訴、それぞれの

場合、当市としてどのように取り組んでいくのか、お

伺いいたします。 

 ６番目の産業行政については、５点、お尋ねいたし

ます。 

 １点目は、口蹄疫問題についてであります。 

 宮崎県で発生した家畜伝染病口蹄疫は、大きな問題

に発展しました。いまだに終息の兆しが見えていませ

ん。当市でも対策をどのように講じてきたのか。また、

初動体制の遅れが指摘されています。そこで、当市で

も万全の体制が望まれていると思いますが、宮崎県か

ら学ぶべき教訓は何か、お伺いいたします。 
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 ２点目は、新規就農者対策についてであります。 

 ＪＡ新岩手農協では、今年度から３年間で、８億円

の農業振興対策事業を予算化し、新規農業者対策等の

支援を行うとしています。当市でも積極的に進めるべ

きと思いますが、取り組み方についてお伺いいたしま

す。 

 ３点目は、新規学卒者の雇用の状況についてであり

ます。 

 岩手労働局、５月28日、今年の新規高卒者の内定率

が96.2％と発表がありました。当市の状況について、

また新卒者雇用支援奨励金制度を創設するとしていま

すが、具体的内容についてお伺いいたします。 

 ４点目は、大川目地区圃場整備についてであります。 

 大川目地区圃場整備も関係者の努力により、今年度

完成が予定されています。そこで、圃場内の創設用地

の活用策についてお伺いいたします。 

 ５点目は、定住促進対策についてであります。 

 県では、今年度から定住対策として、岩手県に関心

のある人に短期間暮らしてもらう、おためし居住事業

を始めるとしています。当市の取り組み方についてお

伺いいたします。 

 ７番目の建設行政について、４点、お尋ねいたしま

す。 

 １点目は、都市計画道路についてであります。 

 下長内旭町線が今年度完成するようですが、その後

の都市計画道路の整備計画についてお伺いいたします。

また、門前源道線の延伸計画はどのようになっている

のか、お伺いいたします。 

 ２点目は、市営住宅についてであります。 

 既存の市営住宅は、老朽化が進んでおり建てかえが

望まれています。なかなか進んでいません。そこで、

当市では、既存の市営住宅の活用策として公営住宅等

長寿命化計画を策定していますが、具体的に取り組み

についてお伺いいたします。 

 ３点目は、住宅リフォーム事業についてであります。 

 ある一定の基準を満たした新築住宅やリフォームに

対し、今年４月からエコポイント制度が導入されまし

た。現在までの申請状況についてお伺いいたします。 

 ４点目は、公共下水道についてであります。 

 公共下水道の区域の見直しが行われようとしていま

すが、当該地域の住民は、いつごろ工事が始まって、

いつ完了するのか、不安を持っている人が多くいると

聞きます。市民に対し早急に示すべきと思いますが、

考え方についてお伺いいたします。 

 後に教育行政について、５点、お尋ねいたします。 

 １点目は、学校の耐震化についてであります。 

 学校の耐震補強工事の現状と、すべての学校の耐震

化が終了するのはいつか、見通しについてお伺いいた

します。 

 ２点目は、地域ぐるみ教育振興運動についてであり

ます。 

 市では、地域ぐるみの教育振興運動の組織化と活動

の充実を上げておりますが、具体的取り組みについて

お伺いいたします。 

 ３点目は、セカンドブックについてであります。 

 当市では、乳幼児を対象にブックスタート事業が行

われておりますが、小学生の読書推進のため、セカン

ドブック事業をスタートしているところもあります。

当市の考え方についてお伺いいたします。 

 ４点目は、学力向上についてであります。 

 昨年の４月、全国学力学習状況調査アンケートによ

ると、岩手県は小学６年生、中学３年生ともテレビ視

聴時間が全国平均を大きく上回っているとしています。

当市も同じような状況にあると思います。そこで、盛

岡市では学力向上の一つとして、テレビ視聴時間減量

作戦を実施しているとしています。当市では、テレビ

視聴減量作戦をどのように考えているのか、お伺いい

たします。 

 教育行政の 後は、市営野球場についてであります。 

 この問題につきましては、多くの議員が質問してい

るところであり重要な問題だと思います。昨日からの

答弁である程度理解しましたが、とりわけ平成28年岩

手国体において、当市を中心とした近隣市町村で行わ

れる軟式野球のメーン会場に当市を望む声が多いと思

います。そこで、いろいろな方法を探りながら、新し

い野球場の整備計画についてお伺いいたします。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  公明党、山口健一議員のご質

問にお答えをいたします。 

 初に、この４年間で力を入れる施策につきまして

は、「教育・医療・福祉・子育て支援の充実」、「雇

用の場の創出確保」、「生活・生産両面にわたる基盤
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の整備」、「地域コミュニティの振興」、「内外の交

流促進」の五つを柱に掲げまして、久慈市の持つ地域

活力を引き出し、「ひと輝くまち」の実現に努めてま

いります。 

 特にも、雇用の場の創出確保は 重要課題と位置づ

けており、人材育成はこの雇用の場の創出確保にとっ

て必要不可欠の要素であるととらえているところであ

ります。したがいまして、これまで地域雇用創造実現

事業及び地域雇用創造推進事業等を実施するなど人材

育成にも力を注いできたところであります。今後にお

きましても、例えば優れた縫製技術や港湾を有する地

域特性を生かした企業誘致に取り組むとともに、久慈

市の特性を支える人材の育成を進め、雇用機会の創出

に努めてまいりたいと考えているところであります。 

 次に、国際交流についてお答えをいたします。 

 姉妹都市締結50周年事業につきましては、さきの政

和会代表、藤島議員にお答えいたしましたとおり、９

月下旬から10月上旬までの10日間、訪問団20名でフラ

ンクリン市を訪問し、記念調印式などを行う予定とい

たしております。この訪問団員につきましては団員数

に限りはありますが、公募により募集をすることとし、

市民が参加できるよう配慮してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、地球温暖化防止についてお答えをいたします。 

 まず、防犯灯についてでありますが、ＬＥＤ照明な

どＣＯ２排出量の少ない照明器具の設置につきまして

は、初期投資に要する経費が従来の照明器具と比べ高

額とはなりますが、ＣＯ２排出量の削減や維持管理費

の軽減が見込まれるところであります。今後、町内会

等が新設及び更新する場合には、それぞれの事情を考

慮しながら、ＬＥＤ照明などの設置を促してまいりた

いと考えております。 

 次に、環境家計簿についてでありますが、環境家計

簿は、環境負荷について家庭でのＣＯ２排出量を算定

しようというものであり、環境問題への意識啓発を促

すものと認識いたしております。市内全戸への配付に

つきましては、環境負荷を考え、インターネット上で

取り組みをできるようになっておりますことから、そ

の考え方や普及について研究してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 まず、乳がん等の無料クーポン券の交付についてで

ありますが、昨年度から実施しております女性特有の

がん検診推進事業は、一定の年齢に達した女性に対し

まして、子宮頸がん及び乳がん検診のための手帳と費

用が無料となるクーポン券を配付し、早期発見・早期

治療につなげようとするものであります。今年度にお

いても昨年度と同様に実施することといたしておりま

す。 

 なお、当事業の受診促進を図りながら、女性特有の

がんであります子宮頸がん及び乳がんに対する健康意

識の普及啓発を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、子宮頸がん等のワクチン接種についてであり

ますが、子宮頸がん予防ワクチンの接種費用の助成に

つきましては、昨日の新政会代表、泉川議員にお答え

いたしましたとおり、昨年度から実施しております女

性特有のがん検診推進事業による子宮頸がん検診の受

診促進とあわせまして、予防ワクチン接種につきまし

ても、現在アンケート調査や対象者及び助成方法など

の検討をしているところであります。また、細菌性髄

膜炎に有効とされているヒブワクチンにつきましても、

現在検討をしているところであります。 

 次に、乳幼児医療費助成についてでありますが、昨

日の日本共産党久慈市議団代表、城内議員にお答えい

たしましたとおり、現在、対象年齢を拡大する上での

各種課題の検討を行っているところであり、総合的に

判断しながら進めてまいりたいと考えております。 

 次に、３歳児健診時における発達障害支援への取り

組みについてでありますが、近年、自閉症や注意欠陥

多動性障害など脳機能の障害によりまして、対人関係

や社会性において何らかの支障を来たしている状態の

いわゆる「気になる子」への支援が求められておりま

す。当市におきましてもそのような子供がふえており

ますことから、今年度から３歳児健診時に、心理士に

よります発達相談を取り入れ、早期に子供の発達チェ

ックを行うとともに、親に対しましても養育指導等を

実施しているところであります。今後も、年齢に応じ

たきめ細かな支援が必要なことから、相談支援体制の

整備・充実に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、介護予防プログラムの実践指導等の具体策に

ついてでありますが、生活機能低下が見られる特定高

齢者を対象に、保健師をはじめとする専門スタッフが

運動機能の向上、口腔機能向上、栄養改善に関する指

導を行うものであります。具体的には、対象者の日常
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生活の中に適度な運動などを組み込んだ介護予防のプ

ランを提供し、主体的に取り組めるよう支援しており、

今年度は元気の泉、山形老人福祉センターで実施する

予定であります。 

 また、一般高齢者を対象とした介護予防事業につき

ましても、地区公民館等におきまして、運動機能、閉

じこもり、うつ等に関する教室を開催することといた

しております。 

 なお、これまで参加をいただいた方々からは、長い

距離が歩けるようになった。人前に出るのが億劫にな

らなくなった。意欲が出てきた等の感想が寄せられて

おり、一定の効果が出ておりますことから、相談体制

の充実とともに一層の事業推進を図ってまいりたいと

考えております。 

 次に、森のトレーについてお答えをいたします。 

 さきの政和会代表、藤島議員にお答えいたしました

とおり、５月７日に開かれた第５回口頭弁論で、９月

17日に判決が言い渡されることと決定いたしましたが、

判決後の取り組みにつきましては、判決内容を原告組

合及び岩手県、委任弁護士と協議の上、判断してまい

りたいと考えております。 

 次に、産業行政についてお答えをいたします。 

 まず、口蹄疫の対策につきましては、防疫対策の周

知徹底を図るとともに、消毒薬の配付及び異常畜の有

無の聞き取り調査への協力などに取り組んできたとこ

ろであります。 

 また、水際対策として、 初の発生を食いとめるこ

とが第一でありますが、仮に発生した場合にも被害が

広がらないよう初動体制の確立が必要でありますこと

から、庁内関係課の初動体制の確立や迅速かつ適切な

防疫活動などを行うための久慈市口蹄疫対応計画の整

備を進めているところであります。 

 さらに、各畜産農家の埋却候補地の保有状況調査や

消毒ポイントの選定作業、農場マップの作成など、関

係課と連携して取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、新規就農者についてでありますが、新岩手農

業協同組合では、平成22年３月から３年間、農業振興

対策事業によりまして、認定就農者等を対象に経営安

定と定着を目的として月額３万円を 長で３年間支給

すると伺っております。 

 市といたしましても、新規就農者の確保・育成は重

要な課題であると認識いたしているところであり、今

後におきましても県単のいわて希望農業担い手応援事

業等による生産施設整備への助成、また、市単独事業

であります新規就農者育成確保対策事業によります融

資返済への助成を継続し、就農相談及び就農への誘導

を強化するなど、関係機関団体と連携を図りながら、

新規就農者の確保・育成に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、新規学卒者の雇用状況についてでありますが、

管内における本年３月卒業の高校新卒者就職内定率に

つきましては、平成22年４月末で、就職希望者263人

に対しまして253人が内定し、96.2％、また管内希望

者の内定率につきましては、就職希望者84人に対し76

人が内定し、その率は90.5％であると久慈公共職業安

定所から伺っているところであります。 

 次に、新卒者雇用支援奨励金制度についてでありま

すが、県の新卒者ふるさと就職促進事業費補助を活用

し、新卒者を雇い入れた事業主に対して、１人当たり

15万円の奨励金を交付するものであり、新規学卒者の

雇用の拡大と地元への就職支援を図ってまいりたいと

考えております。 

 次に、大川目地区圃場整備についてでありますが、

圃場整備事業は今年度完了する見込みとなっており、

現在、営農効率・農業所得の向上など事業目的を達成

するため、中核的な担い手を中心とする合理的な農業

展開を推進しているところであります。 

 この中にありまして、昨年12月、大川目地区圃場整

備事業の受益者等で構成をいたします大川目営農推進

協議会では、大川目地区営農計画を策定し、地域全体

で計画を共有して農業を発展させ、住みよい地域づく

りを進めていると認識いたしております。 

 市といたしましては、地元の意向を踏まえながら、

関係機関団体等と一体となりまして、今年度中に創設

用地の活用計画を策定してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、定住促進対策についてお答えをいたします。 

 これまで生活体験交流ツアーの実施や、ホームペー

ジ、交流・定住ナビＫターンを開設、また昨年久慈市

空き家情報登録制度空き家バンクを開設し、空き家情

報を提供するなど、地方での暮らしを望む方々に対し

情報発信を行ってきたところであります。 

 県では、本年度から定住対策として、移住定住希望
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者が１カ月以内の一時滞在をする場合に支援をいたし

ます、いわて暮らし体験居住事業、いわゆるおためし

居住事業を始めることといたしておりますが、市とい

たしましても本事業を活用するため、今定例会に補正

予算を計上させていただいたところであります。 

 今後、空き家バンク登録物件等を活用しながら、体

験居住ができる物件を確保し、希望者への体験居住機

会を提供することにより、さらに定住促進に努めてま

いりたいと考えております。 

 次に、建設行政についてお答えをいたします。 

 まず、都市計画道路についてでありますが、下長内

旭町線は、今年度末完成を目指し、工事発注をしたと

ころであります。 

 今後の整備計画といたしましては、長内町下長内地

区の国道45号から市街地への通行を容易にすると同時

に、主要施設を結ぶ環状道路となる広美町海岸線を延

伸し、市街地の交通渋滞の緩和を図ってまいりたいと

考えております。 

 市道門前源道線の西方向への延伸につきましては、

久慈川北部の主要幹線道路として、国道281号から市

街地や国道45号へのバイパス的役割となる道路として、

その必要性は十分に認識いたしておりますが、今後、

財政事情等を勘案しながら検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、市営住宅についてであります。 

 公営住宅等長寿命化計画は、平成31年までの10年間

を目標とし、老朽化した市営住宅を長期的な視点に立

ち、予防・保全的な修繕及び耐久性の向上を図るため

の維持管理計画であります。 

 本計画に基づく市営住宅の建てかえ事業や改善事業

が、平成26年度以降、地域住宅交付金の助成対象とな

るものであり、建てかえ事業の対象といたしましては、

夏井地区住宅及び宇部地区住宅、そして改善事業とい

たしましては、さいわい団地及びみなと団地の外壁改

修を計画しているところであります。 

 次に、住宅リフォーム事業についてでありますが、

住宅エコポイントは、平成21年度第二次補正予算の追

加経済対策として、国土交通省、経済産業省、環境省

の三省合同事業として実施されておりまして、本年３

月８日から住宅エコポイント事務局において申請受付

を開始いたしております。 

 同事務局のホームページに公表されている数値によ

りますと、全国の申請状況は、４月末時点において２

万83件であり、そのうちリフォームが88.7％、新築が

11.3％となっております。 

 なお、当市における申請状況についてでありますが、

申請窓口の建設資材業者等によりますと、６月初めの

時点でリフォームが12件と伺っているところでありま

す。 

 次に、公共下水道計画の見直しを市民に示すことに

ついてでありますが、県は今年度、いわて汚水処理ビ

ジョン2010を策定する予定であり、市におきましては、

それにあわせて、久慈公共下水道事業計画を今年度内

に見直しをすることといたしております。 

 下水道施設は、利用者の方々が排水設備の接続をす

ることにより、その効果が発現されますことから、こ

の計画案を示し、ご理解、ご協力をいただきたいと考

えているものであります。 

 以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  公明党、山口健一議員の教

育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 初に、学校の耐震化についてお答えいたします。 

 まず、耐震補強工事の今後の予定でありますが、昨

年度耐震診断を実施した山根小学校、久慈中学校、侍

浜中学校の３校については、今議会に補正予算措置を

お願いをしておりますが、耐震補強設計を行う予定で

あり、今後速やかに耐震補強工事を進めてまいりたい

と考えております。これにより改築予定の久慈小学校

を除き、すべての小・中学校について耐震化が図られ

ることになります。 

 次に、地域ぐるみの教育振興運動の組織化と活動充

実についてでありますが、教育振興運動は岩手県独自

の運動として、子供たちの教育水準の向上を目指し、

子供、保護者、教師、地域、行政の５者がお互いの役

割を明確にし、相互に連携しながら事業展開をしてき

たところであります。 

 当市におきましては、久慈市教育振興連絡協議会を

設置し、地域が抱える教育課題を地域単位で組織した

実践団体がそれぞれ計画を立案し、自主的な運動を進

めているところであります。 

 教育委員会といたしましては、毎年度、教育振興運
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動推進計画を策定し、推進目標や各分野ごとに重点目

標を掲げ、活動者の研修会や実践交流大会を開催する

など、各団体の活動を支援しているところであります。

今後も事業推進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、小学校の新入生に対する絵本の贈呈について、

お答えをいたします。 

 当市におきましては、子供が早い時期から本に親し

むためのきっかけづくりとするため、４～５カ月児相

談及び６カ月児健診の機会をとらえ、０歳児とその保

護者に絵本をプレゼントするいわゆるブックスタート

事業を実施しているところであります。子供が読書に

親しむ機会の提供は重要と認識をしておりますが、ご

質問の小学校の新入生に対する絵本の贈呈につきまし

ては、今後、子供の読書活動の推進を図っていく中で、

絵本に触れる機会の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、学力向上にかかわるテレビ視聴時間について

のご質問にお答えいたします。 

 当市の子供たちの状況は、国や県の状況と同様にテ

レビ視聴時間が多い状況にあります。この結果を受け、

当市の状況を校長会議や研修会の場で伝えるとともに、

岩手県教育委員会の「家庭学習の充実に向けた学校の

取り組み」なども参考にしながら、家庭の協力を得た

学校の取り組みをお願いをしているところであります。 

 現在、各学校では、家庭学習の仕方を教えたり家庭

学習の時間やテレビ視聴の時間を決めたりするなど、

取り組みを家庭の協力も求めながら行っているところ

であります。今後とも学校の取り組みや子供たちの状

況を確認しながら改善を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 後に、市営野球場についてでありますが、昨日の

清風会代表、八重櫻議員にお答えいたしましたとおり、

新たな野球場の整備には多額の経費を要することから、

現在、庁内の各部の協力を得ながら施設の立地条件や

事業規模など、建設の見通しについて検討を進めてい

るところであります。 

 以上で、公明党、山口健一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問を許します。10番山

口健一君。 

○10番（山口健一君）  時間もないので何点か再質問

させていただきます。 

 まず１番の市長所信表明の中ですが、「ひと輝くま

ち」ということは、特に地域、またこういった市の職

員の方々、やはり人材育成するためにはどうしてもい

ろんな事業が必要かと思います。 

 きのうの泉川議員もおっしゃっておりましたが、学

校に行きたくなくなるようじゃなくて、まあ市役所と

しても同じ思いではないかと私は思います。やはり楽

しんで仕事をしたいとそういう思いにやはりできるよ

うにすることも、これは市長としてのお役目ではない

のかなというふうに思います。やはり適材適所な人材

配置、またはそういった幹部職員とまたその職員の関

係、これらも含めたやはりそういう総合的な取り組み

は、やはりその市役所も元気であれば、そういった地

域の皆さんも元気になるのではないかなとそういうふ

うに思います。その点について、お考えがあればお示

し願いたいと思います。 

 それから、（２）番の国際交流についてであります

けれども、先ほど下舘議員からもお話があったように、

前回のリトアニアでは、やはり関係団体の人しかやは

り行けなくて、市民としても参加したかったなという

意見もあったわけです。今回もある程度公募すると言

っておりますけれども、なかなかにして一般市民が参

加できるような体制は難しいのではないかなというふ

うに仄聞するわけですが、やはりそういった費用の面

もあるかと思います。で、やはり多くの市民が、50周

年ということはもう半世紀ですので、こういった大き

い形には、多くのやっぱり市民が参加できるように工

夫していったほうがいいのではないかなと思いますの

で、その点についてもお伺いいたします。 

 それから、福祉の子宮頸がんワクチンですが、これ

はこの件についても、泉川議員、または澤里議員もき

のう質問しておりました。野田では岩手県で初めてや

ったわけですが、やはり幾らかでもやはり１回の接種

に５万円ほど要するということで、なかなかこれは子

供とか親に対してはなかなか経済的に厳しいのかなっ

ていうふうに思います。幾らかでも半分であっても３

分の１であっても補助ができるのであれば、個人的に

接種をしたいという方もあるようですので、ぜひこの

点については早急に検討していただいて、早期にでき

るように考えていただきたいと思います。 

 それから、同じく介護予防プランについてでありま

すけれども、先ほど市長から答弁がありましたように
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いろんな施策を行っているようです。介護予防という

ことは寝たきりにならないようにすることが一番大事

なわけですが、公民館とかそういった地域でやった場

合に、来る方はほとんどがある程度健康であるという、

外に出られるような方々が受診するわけです。そうじ

ゃなくてなかなかその外にも出れないような方を、ど

うやってやっぱりフォローしていくかとこの辺がやっ

ぱり大事になるわけですが、その辺の考え方について

お伺いいたします。 

 それから、都市計画道路についてご答弁いただきま

したので、門前源道線の意欲に関しては、久慈高校ま

での都市、当初私が議員になったころは都市計画道路

でしてあったような気がしますけれども、今はもう住

宅が立ち並んで、その門前源道線の延長はなかなか大

変厳しいのではないかなと思いますが、その将来見通

しはどのように持っているのか、お伺いいたします。 

 それから、公共下水道についてでありますけれども、

ことし見直しをしていくというわけですが、これは当

該地域、我々は大川目町の中でもその区域に入ってい

る方もあるわけですが、やはりいつごろその工事がで

きるのか、また完了できるのかという全く見通しが立

たない。そういう意味で今回見直しするわけですが、

市政懇談会等にやっぱり地域地域に入って、この地域

はいつごろまでにやっぱりできるかという見通しをや

はりつけていただくのが大事ではないかなとそのよう

に思いますので、早急にこれも策定していただき市民

に示していただきたいなというふうに思います。 

 それから、教育行政についてでありますけれども、

児童の学力向上ということで、テレビの視聴時間、こ

れは岩手県、または久慈市も同じように全国県と比べ

て大きいということで、多いということですが、やは

りこれは学校、また家庭、やっぱり行政等のいろいろ

地域が一緒になって、やはりその親が余りこうテレビ

を遅くまで見ているってやはり子供にも影響があろう

と思いますので、そういった親の教育も必要ではない

かなというふうに思いますので、その辺についてもお

伺いいたします。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  人材育成の観点から、市職員

の人材育成についてどう考えているかというご趣旨の

ご質問だと受けとめました。いろいろな課題を抱えて

おります当市でありますが、ご承知のとおり、職員数

は減員方向に向かっているわけであります。したがっ

て、これまで以上に一人ひとりの能力が磨かれなけれ

ばならないとこのように思っております。 

 そうした中で、課題を解決していくためには、単に

楽しい職場だけでは当然なし得ないこともあるのでし

ょうけれども、しかし、ご指摘のように組織全体とし

て、職員一人ひとりの能力はともかく組織全体として

その力を発揮するためには、そのやはり職場環境とい

ったものが大切であることはご指摘のとおりであると

このように思っております。個々人の人材育成につい

ては、市政改革プログラムに基づきまして、久慈市人

材育成計画等を策定しながら、その計画に沿って時期

等々に応じて研修等を行いながら人材育成を行ってい

るところであります。 

 また、組織としての力を発揮させるために、私なり

に次のようなことを職員にはお願いをいたしておりま

す。一つには、課題解決能力、これを磨いてほしいが

同時にそれだけでは足りません。できるものならば、

課題発掘能力といったものを磨いていただきたい。で、

新たな課題を発掘し、それを組織として解決したとき

の達成感、これを共有することによって組織としての

活力が生み出されるものだろうと、こういった考え方

に基づくものであります。これからも適宜、育成につ

いては取り組みを行ってまいりたいとこのように考え

ているところであります。 

○副議長（濱欠明宏君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私からは、国際交流にかか

わってのその市民の訪問団ということでありますが、

市長からは、先ほど答弁を申し上げていますとおり、

広く市民から公募をいたしまして、参加できやすい環

境づくりをしてまいりたいというふうに思います。 

 以上であります。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、ご質問を

いただきました２点について、ご答弁を申し上げます。 

 まず 初に、子宮頸がんに係るご質問でございます

が、現在予防できる唯一のがんということであります

ことから、市長が答弁を申し上げておりますよう、そ

のニーズの把握、それから助成方法、そして対象等に

ついて検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 
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 それから、介護予防についてのご質問でございます

が、さきにもご答弁申し上げておりますとおり、今年

度、高齢者の生活実態調査を行うということをお話し

たところでございますが、介護予防については二つの

分類になっております。 

 一つは特定高齢者という分類がございまして、これ

はさまざまな観点から機能を調査し、医師が判断をし

たものに基づいて決定をし、その方々について要望活

動を行うという事業のものでございます。 

 それからもう一つは、一般の高齢者の介護予防事業

ということで、当市においてはその二つの事業を考え

ておりまして、特定高齢者事業とすれば、既にお話し

ておりますように、各公民館等において、または元気

の泉等において実施をするということで、それらにつ

いては指定された方々、その部分については訪問・通

所という形での予防サービスていいますか、予防事業

を行うということになります。 

 それから、一般の方々等についての、一般の方々と

いうのは一般高齢者の方々を対象としたものについて

は、こちらについても各公民館等において実施をし、

公募し参加をいただくということになるわけでござい

ますが、議員ご提案のとおり、できるだけ多くの方に

参加いただけるような周知の方法等についても努めて

まいりたいというふうに考えております。 

○副議長（濱欠明宏君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  建設行政にかかわって、２

点、ご質問をいただきました。 

 まず、都市計画道路にかかわってのその将来の見通

しということでございました。 

 確かに議員おっしゃるとおり、門前源道線のところ

から久慈高校の付近になりますか、その辺までのその

路線というものを想定される路線、そこにはたくさん

の住家が立ち並んでおります。この辺の補償等の問題

等さまざま考えた場合ですね、非常に財政的な負担が

大きくなるというふうにとらえております。いずれ、

これにつきましては、現在の計画はあるわけでありま

すけれども、そういった財政事情等を検討しながら、

勘案しながら検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 それから、公共下水道にかかわって各地区、今の大

川目地区というお話もあったわけでありますが、現在、

幸町大平地区、それから寺里地区等々を今工事等を進

めておりますが、この工事が終わった段階で、今さら

にまた今の計画の見直しもしております。そういった

部分で今後工事を進めていく地域、これらについては

総合的にまた勘案して検討してまいりたいというふう

に考えております。 

 以上であります。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  児童のテレビ視聴時間に

ついて、家庭の指導ということでございますが、各学

校には、「まなびフェスト」によりまして、テレビを

見る時間を少なくするようなことでお願いしていると

ころでございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問を打ち切ります。 

 この際、暫時休憩いたします。再開は午後３時20分

といたします。 

    午後３時05分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時20分   再開   

○副議長（濱欠明宏君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、社会民主党、梶谷武由君。 

    〔社会民主党梶谷武由君登壇〕 

○１番（梶谷武由君）  社会民主党の梶谷武由です。

市政の当面する諸課題について、市長及び教育長、並

びに選挙管理委員会委員長に質問いたします。 

 初に市政運営のあり方についての質問です。 

 市長は３月に行われた選挙で再任されましたが、得

票は全投票者のおよそ半数のみでした。市民の半数は

山内市長の市政の行い方を評価したわけですが、残り

の半数の方、市民は、これまでの市政の行い方を変え

てほしいと願ったのが選挙結果にあらわれたものと考

えられます。 

 久慈市においては、雇用の確保や教育、医療、福祉

の充実などの緊急の課題として上げられると思います。

雇用を確保するためにはさまざまな産業の育成も必要

です。元気で笑顔のあふれる久慈市であってほしい。

市民が夢や希望を持って生活できるような久慈市であ

ってほしいとだれもが願うことです。 

 市長もこれまでさまざまな課題解決のために努力し

てきたわけですが、これからの市政を運営するに当た
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って、より多くの市民の賛同が得られるように、これ

までの市政の行い方を反省すると同時に、今後の行い

方についても考え直し、市民が夢や希望を持って生活

できるような政策を実行すべきと思いますが、市長の

考え方をお伺いいたします。 

 次に、バス運行についてお伺いいたします。 

 ＪＲバス東北による運行が廃止となった路線につい

て、平成20年度から市民バスとして運行が始まり、現

在に至っていますが、平成23年度以降の運行に当たっ

ては、平成22年度までの３年間の間に検証を行いなが

ら計画をつくることになっています。これまでの運行

実績のほかに、今年度予算措置されている実証試験が

来年度以降の運行に生かされるものと思われます。実

証試験は、バス利用者の利便性の拡大や利用者をふや

すための実証試験と思います。運行経路の変更や本数、

時刻、運賃、土日運行などいろいろと考えられます。

実証試験の内容についてお伺いいたします。 

 次は、市政改革プログラムについての質問です。 

 平成21年度の市政改革プログラムの取り組み実績が

公表されました。公共施設の管理運営の項目で、「公

共施設保全計画（案）」を策定したとなっています。

保全計画の具体的内容はどのようになっているか、お

伺いいたします。 

 また、取り組み内容の数値目標の項目のところでは、

平成21年度までに、補修計画及び建てかえ計画を立て

るとなっていましたが、建てかえ計画の策定状況と計

画をつくるに当たってどのような点に留意しているか、

お伺いいたします。 

 次に、国民健康保険税について質問いたします。 

 国保税の収納率が平成18年度には72.58％でしたが、

平成21年度には66.82％となっています。市政改革プ

ログラムでは、税や使用料を含め全体で毎年0.2％ず

つ向上を図るとなっていますが、国保税だけを見ると

逆に5.76％も低下しています。この低下の原因をどの

ようにとらえているか。また、病気や失業などにより

収入が激減し、納税できないような場合、国民健康保

険税減免要綱により行われていると思いますが、対応

はどのようになっているか、お伺いいたします。 

 次に、企業の誘致や撤退について質問いたします。 

 企業の進出や誘致、縮小、撤退、倒産などについて

新聞報道などで知ることも多くありますが、昨年度に

おける企業の誘致、撤退、倒産の状況と市内の雇用状

況の変化についてお伺いいたします。 

 次の質問は、火葬場の改築についてです。 

 久慈地区火葬場は、昭和46年に建設され、39年が経

過し、施設設備が老朽化してきています。以前の議会

で早期に整備をする必要があると答弁され、平成21年

度は基本構想の策定を行うという予定になっておりま

したが、改築構想の策定状況についてお伺いいたしま

す。 

 次の質問は、小・中学校の学力テストについてです。 

 文科省の「全国学力学習状況調査に関する実施要

項」で、目的を「学力や学習状況を把握、分析、教育

施策の成果と課題の検証、学校における教育指導の充

実や学習状況の改善に役立てる」としております。今

年度から調査対象校を抽出し、抽出校以外でも希望す

ればテストを受けることができることとなっていまし

た。抽出対象校以外の希望状況はどのようになってい

たか、抽出された対象校についての費用負担は国の負

担とも思いますが、対象校以外の費用負担はどのよう

になっていたか。また、テスト結果の活用をどのよう

に行う予定か、お伺いいたします。 

 抽出調査の結果について、文科省は、取り扱いにつ

いての配慮事項を通知してあります。児童生徒の調査

結果や学校に関する結果等について、一般に公開され

ると序列化や過度な競争を生じる恐れ、あるいは国民

の理解、正確な情報が得られない可能性など調査の適

正な遂行に支障を及ぼす恐れがあると考えられる。ま

た、抽出校以外についても配慮するよう求めています。

テストの結果の公表についてどのように考えているか、

お伺いいたします。 

 次に、小・中学校の保健室への電話機の設置につい

ての質問ですが、保健室の持つ機能は、健康診断や発

育測定、病気やけがなどの救急処置や休養の場だけで

なく、友達関係や家族の問題などで悩みを抱いた子供

たちが保健室に来て相談することもあり、保健室の持

つ役割はますます増加してきています。保健室に外部

に通じる電話がないため、児童生徒の病気やけがで病

院や保護者への連絡、あるいは子供をそばに置いて様

子を聞きながら保護者や外部との相談などは、多数の

教職員や子供たちがいる職員室では電話をかけづらい

という声も養護教諭の方から寄せられています。 

 保健室の機能を発揮するためには、電話設備の充実

が必要と思います。保健室への電話機の設置状況と設
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置されていない学校への設置予定についてお伺いいた

します。 

 次に、小・中学校用務員の民間委託について質問し

ます。 

 市政改革各プログラムの行政評価以外のツールの民

間委託の項目で、「学校用務員事務も検討する」とな

っていました。「平成21年度は、民間委託の事例をま

とめ情報を共有しました」とあります。以前の議会で

この問題を取り上げ、当面は現行どおり行うと答弁さ

れていました。学校用務員の仕事を民間に委託するこ

とになれば、業務内容が明示され、通常はその範囲を

超えることができないものと考えます。学校用務員が

行っている仕事内容は、書類で指示できるものばかり

ではありません。 

 また、一般教職員が仕事を依頼することもできない

ものと思われます。教員がこれまで用務員に手伝って

いただいて、授業の準備や後片づけなどを行ってきた

ものが、民間委託となったことによって、教員自身が

一人で行うことになれば、子供たちへの指導や接する

時間が少なくなるのは当然です。子供たちの教育にも

大きな影響があることから、学校用務員事務の民間委

託を行うべきではないと考えますが、新たな市政改革

プログラムの作成に当たっての考え方をお伺いいたし

ます。 

 後に、選挙管理委員会委員長に質問をいたします。 

 ３月に市長選挙と市議会議員の再選挙が行われまし

たが、私は無効票が多いように感じました。私の計算

では、市長選挙における白票及び無効票の合計が206

票となっています。市議再選挙では1,906票となって

おります。白票・無効票の多い順位をどのようにとら

えているか、お伺いいたします。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  社会民主党、梶谷武由議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、市政運営のあり方について、お答えをいた

します。 

 私は、厳しい社会情勢の中、これまで久慈市が抱え

る諸課題解決のため全力を傾注してきたところであり

ます。今般の選挙における政権・政党の全面的関与等、

今般の戦いの構図やそれぞれの候補者が掲げた公約、

また得票結果等から判断すれば、私がこれまで提唱し

てまいりました基本理念、施策の方向性等に関し、市

民の皆様から温かいご信任をいただいたものと考えて

おり、梶谷議員のお考えに酌みする立場にはございま

せん。 

 ところで、施策の成果は着実にあらわれつつあるも

のと判断はいたしておりますが、社会基盤の整備をは

じめ、多くの課題は、なお十分な水準にあるとは考え

ていないところであります。したがいまして、今後４

年間、「人輝き、活力みなぎる久慈市」実現のため、

その先頭に立ち、「教育・医療・福祉・子育て支援の

充実」、「雇用の場の創出確保」、「生活・生産両面

にわたる基盤の整備」、「地域コミュニティの振興」、

「内外の交流促進」等、当市が直面する課題解決に向

けまして全力を傾注してまいる考えであります。 

 次に、バス運行についてお答えをいたします。 

 市民バスの運行実証実験は、通学、通院、買い物な

ど日常生活路線としての適正で効率的な運行の確保と

観光客等の利便性の向上など、路線ごとにテーマを設

けた実証運行を行い、来年度以降における運行のあり

方を検討する目的で行うものであります。 

 なお、実証運行は、現行の運行内容に追加する形態

での実施を考えております。 

 次に、市政改革プログラムについて、お答えをいた

します。 

 公共施設の保全計画（案）は、限られた財源の中で、

施設の長寿命化、ライフサイクルコストの縮減及び財

政負担の平準化を図ることを目的に、今後の保全のあ

り方について素案としてまとめたところであり、今後

において施設の状況等の検証を行い、計画を策定しよ

うとするものであります。 

 また、公共施設建てかえ計画の策定につきましては、

施設の統廃合等、存続のあり方について十分検討した

上で、総合計画と調整を図りながら進めてまいりたい

と考えております。 

 次に、国民健康保険税の納付についてお答えをいた

します。 

 まず、国保税の収納率の低下原因についてでありま

すが、主として、後期高齢者医療制度の発足に伴い、

収納率が高い75歳以上の方々が国保から抜けた影響が

大きく、さらに長期化する景気雇用情勢の低迷による

所得の減少などが要因であると認識をいたしておりま
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す。 

 次に、収入の激変によって納税できない場合の対応

についてでありますが、疾病、事業不振、廃業、失業

等の理由により納税義務者の世帯の所得が前年の50％

以下に減少し、納付が困難と認められる場合には、減

免基準に基づき減免措置を講じているところでありま

す。 

 また、国保被保険者が、倒産や解雇等の理由により

離職した雇用保険の受給資格者である場合等において、

さきの市税条例の一部改正によりまして、国保税の算

定基準となる給与所得を100分の30に相当する金額と

する特例措置を講じ、本年度以降の国保税について適

用することといたしております。 

 なお、減免後も納付が困難な場合には、納付相談に

より分割納付等の対応を行うことといたしているとこ

ろであります。 

 次に、企業誘致の状況と雇用についてであります。 

 昨年度の状況についてでありますが、まず企業の誘

致につきましては、金融不安に端を発した景気後退か

らは、完全に脱しきれない国内外の経済情勢のもとに

精力的に誘致活動を展開いたしましたけれども、残念

ながら企業誘致の実績を残すことができなかったとこ

ろであります。 

 しかしながら、昨年５月に閉鎖をいたしましたアン

デス電気株式会社久慈工場の元従業員が誘致企業で培

ったノウハウ等を生かし、起業により癩癩業を起こす

という起業でありますが、起業により雇用の創出につ

なげたことは、内発型産業の新たな形態として評価す

べきものと考えております。 

 次に、企業の撤退、倒産につきましては、平成21年

度の市内企業の廃業・撤退は２事業所、解雇者数50人、

求職申込者、いわゆる失業者数は49人、再就職者数37

人と把握をいたしております。 

 また、久慈管内の雇用状況の変化についてでありま

すが、一昨年秋以降の景気悪化によりまして、当地域

の４月の有効求人倍率は、0.20倍と依然として厳しい

状況にあります。 

 次に、火葬場の改築についてお答えをいたします。 

 改築構想の策定状況でありますが、平成22年３月に、

久慈地区火葬場整備基本構想を策定したと久慈広域連

合から伺っているところであります。 

 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  社会民主党、梶谷武由議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、全国学力学習状況調査についてお答えいた

します。 

 まず、抽出校以外の希望状況でありますが、抽出校

以外のすべての学校を希望利用としたところでありま

す。また抽出校以外の費用負担はありません。 

 次に、調査結果の活用についてでありますが、調査

の目的が「学校における児童生徒への教育指導の充実

や学習状況の改善等に役立てる」とされておりますが、

岩手県の集計システムを利用して、集計及び分析を行

い、事業改善を進めるとともに、学級の実態、あるい

は一人ひとりの子供の状況に応じた指導を行い、基

礎・基本の定着はもとより、思考力や判断力、表現力

等の能力についても高めてまいりたいと考えておりま

す。 

 後に、結果の公表についてでありますが、これま

でと同様に結果の公表は行わない考えであります。 

 次に、「小・中学校の保健室への電話設置につい

て」お答えをいたします。 

 現在、市内の小・中学校の保健室に電話を設置して

いるところは２校でありますが、直接外部へ連絡する

状況は少ないというふうに伺っているところでありま

す。今後は、設置の必要性について学校長から意見を

聞いてみたいと考えております。 

 後に、小・中学校の用務員の民間委託についてお

答えをいたします。 

 市政改革プログラムにおいて、小・中学校用務員の

民間委託について検討をしたところでありますが、学

校用務員の仕事は、校舎内外の環境整備や軽易な小修

繕、その他学校の維持管理に必要なさまざまなもので

あり、学校長等の指示によって行われており、これを

民間委託とした場合、円滑な学校運営に支障が考えら

れることから、市が直接用務員を配置しているところ

であります。 

 新たな市政改革プログラム作成に当たりましても、

雇用形態等を勘案するとともに、学校長の意見を参酌

し、よりよい方法がないか検討を進めてまいりたいと

考えております。 
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 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  鹿糠選挙管理委員会委員長。 

    〔選挙管理委員会委員長鹿糠孝三君登壇〕 

○選挙管理委員会委員長（鹿糠孝三君）  社会民主党、

梶谷武由議員の市長選挙等についてのご質問にお答え

いたします。 

 初に、無効投票数と投票総数に占める無効投票数

の割合でありますが、市長選挙は、無効投票206票、

無効投票率0.94％、市議会議員再選挙は、無効投票

1,906票、無効投票率8.72％となっております。 

 次に、無効投票の主な内容でありますが、無効投票

のうち、市長選挙で約６割、市議会議員再選挙で約８

割が白紙投票であります。その原因は白紙投票が多か

ったことによるものととらえておりますが、市長選挙

の無効投票数は、前回市長選挙に対し約３割減少して

いるところであります。 

 今後におきましても、投票時の注意事項等の周知・

啓発を行い、無効投票の減少に努めてまいりたいと考

えております。 

 以上で、社会民主党、梶谷武由議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問を許します。１番梶

谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  それでは何点かにわたって再

質問をしたいと思いますが、先ほどの市長の答弁を聞

いてちょっとがっかりしたんですが、その市政のさま

ざまな課題があって、これについてはたくさんの課題

があると。これはどなたでも同じような認識に立つか

とは思うんですが、それを進めていく上での反省とい

うところが聞ければよかったかなと。これまで行って

きてまだ十分ではない。もっとやっていかなければな

らない。それはそのとおり、これはだれが市長になっ

て行っても十分ということはほとんどないかとは思う

んですが、そういう点でみずからを反省をしながら、

新たにその新たな決意で市民の声を聞いてやっていく

という答えを期待したんですが、非常に残念に思いま

す。 

 まず、次にバス運行の部分にかかわってですが、こ

の実証試験、これもさまざまあろうかと思うんです。

運行経路の変更の部分なんかについてでも、特にもそ

の高齢者が病院に行きたい、行こうとするときに、大

体その乗りかえの回数、これはできるだけ減らしてほ

しいと。どうしても乗り降りでひざが痛いとか腰が痛

いとかそういうのが聞くわけです。 

 現在のその運行形態だと、１回駅に行って、そこで

直接行くバスもあるわけですけれども、基本的にはそ

こで乗りかえて病院に行くというような形になってい

るんですが、それを例えばその経路によっては、病院

に寄ってから駅に行く、駅に寄ったのが病院に行くと

いうような形をとれるところが、その可能な部分であ

ればそういうふうにして乗りかえ回数を減らすべきか

なと思うんですが、その辺についての考えとか。 

 あるいはあと、久慈市の場合、市日が昔に比べれば

非常に寂れてきているわけですけれども、それでも市

日にはたくさんの買い物客が来ているということで、

その市日における運行回数の増とか、あるいは土日な

んかでの運休が結構あるわけですけれども、土日にさ

まざまなその行事等が、街で行う行事以外でも行事な

んかがあったとき、そのバスに利用者の方だと、「い

やあ、日曜日だと行けないんだよね」というような声

も聞かれます。そのようなことからすれば、その土日

運行の考えてみるということも今度考えられると思い

ますが、その辺についての所見をお願いします。 

 あと、それから通学にかかわってですが、本来通学

は、徒歩、あるいは自転車が当然というか一番だと思

うんですけれども、現実には家族が送り迎えを車で送

り迎えをしているという実態があるわけです。そうい

う家族がその送り迎えそれも、通勤の途中に乗せてい

くというのであればまだしも、わざわざ子供のために

送っていって帰ってきているというのもこれ見受けら

れます。そういうのを考えたとき、通学に限ってバス

運賃の補助とか、あるいは一定額、例えば100円なら

100円で通学に普段に使えるようというそういう実証

試験というのも考えられるかと思うんですが、具体的

な内容の部分についてお伺いをしたいと思います。 

 それからあと、市政改革プログラムのところの建て

かえ計画とかその部分にかかわりますが、これについ

ては、公共施設を建てかえる、あるいは配置するに当

たっては、大きな目で見て、将来を見据えたその計画

というのが当然必要になってくると思うんですが、昨

日来からも野球場についてのその建設等も出ているわ

けです。 

 で、久慈市くらいのこの都市といいますか、市の規
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模だと、県レベルの大会、あるいはその全国レベルと

なってくれば非常に大きいわけですけれども、県レベ

ルの大会とか、あるいは集会を行う場合に、その施設

があちこちに点在していてはやっぱり対応をなかなか

しきれない。そういうことを考えると、中心となる会

場の大会等を受け入れる場合に、中心となるその会場

のほかにもその練習会場とか控室とかさまざま、ある

いは駐車場にしてもそうなるわけですが、そういうこ

とを考えると、ある一定の場所に確保をして、集中し

た施設をつくるのが適当ではないかなというふうに考

えるわけです。そういうのを考えていく上でのその考

え方を、その特定の場所に集中するよりは地区に分散

をして公共施設があったほうがいいんだという考えで

配置を考えるのか。集中した施設にするという考え方

でいくのかをお伺いをしたいと思います。 

 あと、それから、さまざまなその計画を、その施設

をつくる計画、補修をする計画に当たっても、久慈市

のこのようなその気候・風土を考えたその設計とか、

あるいは20年、30年先をよく見て、維持管理費用をコ

スト計算をした設計のあり方等もあろうかと思うんで

すが、そういうことに対する考え方をお伺いしたいと

思います。 

 それから、国保税の部分については、国民健康保険

税のその減免要綱、これによって行っているというこ

とですが、その収納率ということにかかわってくれば、

これが適切に行われていれば、例えば失業をしたと、

収入が激減をして国保税をなかなか払えないと。昨年

度実績で、実績というか、昨年の所得金額で計算をさ

れた国保税だと払えないということで、その減免要綱

による申請を行っているにもかかわらず納付できない

ということが多いからこのようになっているかと思う

んです。 

 実際に所得が減少した場合に、あるいは納付できな

いような場合に、こういう制度がありますよという形

でその指導を行っているのかどうか。減免申請はあく

までもその個人からの申請というふうになるわけです

けれども、納付ができない状況であれば、きちんと指

導を行って適切に納付をしてもらうと。余りにもこの

納付状況が悪いと、まじめに納めたものがばかを見る

ようなこういう形になってはだめだと思うので、ここ

の部分について指導状況をお伺いをしたいと思います。 

 あと、先ほどのその答弁の中からだとすると、税の

負担能力がありながら、その納税していない方が多い

というふうに理解できるんですが、そのような理解で

いいのかどうか、お伺いをします。 

 あと、企業の誘致撤退の部分については、商店など、

個人商店などでその後継者がいないために、倒産では

なくてもいわゆる廃業のですが、そういうせざるを得

ないということ等もここに聞くわけですけれども、個

人商店等でのその廃業等の状況について、先ほどは撤

退調査について企業50人程度というのを、50人という

のが答えをいただきましたが、個人商店の分について

もお願いをします。 

 あと、火葬場の改築については、施設の規模と完成

予定年度、これはどのようになっているかをお伺いし

ます。 

 それから 後に、学力テストの分についての希望を

した学校を、これは保護者負担はなかったと、全部市

で市が負担をしたというふうな理解でよろしいでしょ

うか。 

 それから、保健室への電話機の設置については、学

校の意向を聞きながら聞いていくという答えをいただ

いたわけですが、聞いた上で必要だということがあれ

ば、設置する方向で考えるということのそういう理解

でいいかどうか、お伺いをしたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  梶谷議員の再質問にお答えを

いたします。 

 初に、市政運営のあり方について再度のご質問を

いただきました。先ほどは、梶谷議員のご質問が得票

数から見たこの選挙結果についてのコメントを求める

ものでありましたので、そのように答えさせていただ

きましたが、再度の質問は、市民の声を聞きながら市

政運営を行っていくべきではないのかと、こういった

観点からのご質問でございます。 

 私は、梶谷議員にご指摘されるまでもなく、市民の

声を聞きながら市政運営を行うことは、基本中の基本

であるとこのように思っております。情報の共有化、

あるいは双方向性、そして市民協働による市政の推進、

こういったことを行っていく上で、市民の皆様の声を

聞くことは基本中の基本であるとこのように考えてお

ります。 

 したがいまして、これまでも行ってまいりましたけ
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れども、市長への手紙でありますとか、市長室開放、

あるいは市政懇談会の開催等のみならず、各種催事へ

の出席でありますとか、それから各団体等が行います

さまざまなイベント等があるわけでありますし、会議

等がございます。それらに出席をする中で、直接市民

の皆様からも意見を伺うそういった機会が多うござい

ます。こういった機会をとらえながら、市民の皆様の

声というものをしっかりとお聞きしながら、これまで

もそうでありましたが、これからもその姿勢を貫いて

まいりたいとこのように思っておりますので、その点

ご理解を賜りますようお願いいたします。 

○副議長（濱欠明宏君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私から公共施設のあり方に

ついてお答え申し上げたいと思いますが、質問の中身

ですけれども、集中型がいいのか地域分散型がいいの

かというふうなことだったというふうに受けとめたわ

けでありますけれども、これは施設の形態によってい

ろいろ考え方があるというふうに思っています。集中、

例えばいろいろな面的要件等もあるでしょうし、それ

からそれぞれの地域での活性化ということもあろうか

と思います。そういうふうなことから、一概にいわゆ

る集中したほうがいいのか、分散したほうがいいのか

ということについては、なかなかに結論は出てこない

だろうというふうに思っています。 

 それから、設計の問題でありますけれども、気候・

風土、コスト計算、ランニングコスト等のことなわけ

でありますけれども、これについては、いずれそれぞ

れの施設設計の場合、いずれこれを考慮した設計をし

ているということでございますので、それはご了承を

願いたいというふうに思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  市民バスの運行にか

かわる実証運行の件でご質問をちょうだいいたしまし

た。これにつきましては、諸手続を経て８月から10月

末まで運行実験をしたいというふうに考えております。 

 ただ、これに当たっては、今６方面11路線の運行を

行っておりますけれども、それぞれの路線にテーマを

設けて、課題検証をしてまいりたいというふうに考え

ております。例えば、議員、先ほどご提言がありまし

た、高齢者の利便性を考えてくれとか、市日とか土日

の運行とか、それぞれのところの要素も入った運行実

験というふうに私のほうでは考えております。 

 ただ、これにつきましては、限られた財源の中での

運行を余儀なくされる実態も実はあるわけでございま

す。これまで専門の方々が運行してきた後、撤退した

という実態もやはり私らは如実に見ていかなきゃ、直

視しなければならないということも踏まえて、市民の

皆様の足を守る公共交通機関を守るという観点に立っ

てこれからもこの運行に努めてまいりたいと思います

が、できるだけ利用促進、そういう面での各住民の皆

様、市民の皆様の意識、これをぜひ持っていただける

ように私どものほうも努めてまいりたいと思いますが、

皆様のほうでもぜひこれは励行しなければとこういう

ふうに考えているところもございます。少し希望も述

べさせていただきましたが、よろしくお願いしたいと

思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  国保税の減免につい

ての指導を行っているのかというご質問でございます

が、まず納付相談に訪れたとき等を利用しまして、そ

の方の実情によりまして、この減免制度についてご説

明申し上げているところでございます。 

 それから、負担能力があっても納税していないので

はないかというご質問でございますが、これについて

は、滞納者へは文書による納付催告等により対応して

いるところでございますが、このまず納付が困難な場

合には、分割による納付確約を受け、納付に応じない

未納者については、この資産等の調査を実施し、担税

力の把握に努めて、動産、債権、不動産などの資産が

あるにもかかわらず納付しない者については、差し押

さえ等の滞納処分を実施することとしております。 

 なお、この収納率の低下の要因についてでございま

すが、この滞納繰り越し分の分割納付をしているわけ

ですが、この現年度分の納付には至らない場合があり

ます。また、この所得減少等によって新規に分割納付

する場合等もこの要因であるというように考えており

ます。 

 次に、火葬場についてのご質問にお答えいたします。 

 規模と完成年度ということでございますが、規模に

ついては、延べ床面積で約1,600平方メートルほどを

この計画構想案では考えているようでございます。 

 なお、完成年度については、できるだけ早く完成さ

せたいというように久慈広域連合から伺っているとこ
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ろでございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からは、個人商店の廃業の件数はというご質問にお答

え申し上げたいと思います。 

 この個人商店の廃業等については、とらえるのがな

かなかに難しい状況にあるとこのようにとらえており

ます。したがいまして、廃業した件数、これについて

は現在とらえていないということでございますので、

ご理解賜りたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  まず初めに、全国学力学

習状況調査についてのその対象校以外の費用負担とい

うことで教育長から答弁を申し上げましたが、この点

につきましては、抽出校以外の問題用紙等につきまし

ては、国・県の費用負担ということでございますので、

当市の負担はないと。それから保護者負担というよう

な質問もございましたが、こちらについてもないとい

うことでございます。 

 それから、小・中学校の保健室への電話設置という

ことでございますが、こちらにつきましては、学校か

らの要望はいただいておりませんので、これから学校

長の意見をお聞きしながら、その後に検討を進めてま

いりたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  １番梶谷武由君。端的に。 

○１番（梶谷武由君）  一つだけですが、国保税の平

成21年度の66.82％の納付率ですが、これはそうすれ

ば、現時点ではこれぐらいであるけれども、 終的に

は昨年度と同じような大体ほぼ70％を超える、72％前

後の数字になるだろうというふうに考えていてよろし

いでしょうか。 

○副議長（濱欠明宏君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  21年度の国保税の収

納率でございますが、今現在66.70％と見込んでいる

ところです。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問を打ち切ります。 

 次に、山田光君。 

    〔山田光君登壇〕 

○２番（山田光君）  第22回久慈市議会、 後の質問

者である無所属の山田光でございます。質問する機会

を与えていただきました、市民、議会、当局に対し心

から御礼を申し上げるものであります。 

 質問項目が多いことから、前発言者と質問事項が重

複するところもあるかと存じますので、市当局の割愛

答弁をこれを良としますが、再質問では割愛答弁項目

に該当するものについても質問をいたしますので、ご

了承を賜りますようお願いするものでございます。 

 さて、質問項目でありますが、一般的な市民の声を

取り上げて行うものであり、予算執行権がある市長に

おかれましてはご理解賜り、答弁に当たっては誠意あ

るご答弁をお願いし、質問いたします。 

 まず、市長の行政運営についてでありますが、３月

に実施された市長選挙結果について、自己評価とこれ

から市政に取り組む決意についてお伺いをいたします。 

 次に、新年度予算査定についてお伺いいたします。 

 予算をゼロベースから査定するとしていましたが、

その査定基準と査定結果についてお伺いをいたします。 

 次に、市の組織機構についてお伺いをいたします。 

 市長は、係制からグループ制にしたわけであります

が、その成果が上がっているとは思えないが、いま一

度、係制に戻す考えがないか、お尋ねするものであり

ます。 

 次に、市の公共施設の禁煙実施についてお尋ねいた

します。 

 健康被害対策のために、市の施設内でも喫煙を禁止

する考えがあるかを問うものであります。 

 次に、消防行政について、３点、質問をいたします。 

 その一つ目は、消防団員の出動手当について、出動

手当の値上げ、二つ目は団員の被服貸与について、団

員の体型変化と訓練時の被服破損への更新をすべきで

ありますし、三つ目といたしましては、久慈広域連合

久慈消防署分署長の位置づけについてでありますが、

広域連合の管理者である市長は、分署長を課長級に昇

格させる久慈市長としての考えを示し、連合議会に提

案すべきと考えるが、この３点についてお伺いをする

ものであります。 

 次に、入札業者の参加資格について、事業代表者が

久慈の出身者で久慈支店があり、支店の職員、従業員

を久慈市民を雇用している場合は、久慈市内の事業所

と同格扱いする考えがないか問うものであります。 

 次に、久慈東高校グラウンドについて、利用頻度が
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高く危険であるため、サブグラウンドを要望すべきと

思うが、その考えはないか、お伺いいたします。 

 次に、負担金補助にかかわることについて、補助支

援をしている各種団体の中には、 近目的活動が同一

的と思われるような団体が見受けられるが、指導調査

すべき点がないか、お伺いいたします。 

 次に、業者指名停止処分について、県発注工事にか

かわる談合処分で、市の処分は何を基準として処分し

たのか。また、処分後の各社の経営状況について把握

しているのか、お伺いをいたします。 

 次に、町内会組織強化について、任意団体である町

内会を市民協働のまちづくりに必要不可欠と考えた強

化策手当を支給する考えがないか、お伺いいたします。 

 次に、環境保全対策について、例えば居住周辺快適

環境条例を制定し、いま一度自宅周辺の空間保全、ま

た放棄地等に放置してある廃車、粗大ごみ等を市の予

算で撤去する考えがないか、伺います。 

 次に、携帯電話の不感地域状況について、山根町、

山形町の現状について、４年前と比較した現状につい

てお伺いいたします。 

 次に、市民バス利用促進について、市民及び職員に、

バス利用の促進を図るためバス利用市民条例を制定し、

その利用促進に努める考えがないか、お伺いをいたし

ます。 

 次に、市政懇談会について毎年実施しておるわけで

ありますが、要望・要求に対し、対応できていると市

長は考えているのか、お伺いいたします。 

 次に、農林行政４項目について質問をいたします。 

 その一つ目は、森のトレー訴訟問題であります。 

 訴訟から６年かけ結審し、判決が９月になると聞く

が、仮に敗訴となった場合、県と市が国の補助金を肩

がわりした金はどうなるのか。まただれが責任を持つ

ことになるか。 

 二つ目は、国土調査実施後の筆界未定地対策につい

て、調査実施時、筆界未定地となっている件数と今後

のその解決策について。 

 三つ目は、農業用用排水路について、国道281号、

大川目森中交差点を横断している森中地域の水路を整

備する考えがないか。 

 四つ目は、補助事業について、各種補助金支援事業

利用者に対する補助制度期限のある事業は、採算が整

うまで補助を打ち切るべきでないと思いますが、その

考えとあわせてお伺いするものであります。 

 次に、商工観光活性化対策について、誘客確保と経

済効果を見込み、有名人のグッズ商品を市が補償する

形で、中心市街地に、原宿竹下通り久慈を出店し、ま

た市の予算でプロ歌手を養成し、久慈市の特色あるＰ

Ｒに利用する考えがないか、伺います。 

 次に、土木行政について、８項目についてお尋ねを

いたします。 

 一つ目は、市道の舗装について、長年の懸案事項で

ある市道の舗装、宇部町谷地中川線左岸堤防と樋口線

を舗装及び簡易舗装で整備する考えがないか。 

 二つ目は、公共下水道整備について、各地区単位で

年次計画を整備する考えがないか。 

 三つ目は、川貫地区の排水処理ポンプ場の整備につ

いて、大成橋寄り地区の雨水排水処理が急務であるが、

整備する考えがないか。 

 四つ目、赤線・青線の現地確認の苦情処理について、

未解決処理の対応はどうなるのか。 

 五つ目は、土地の土砂の除去について、災害等で道

路に隣接する谷間に堆積した土砂利の撤去状況につい

て。 

 六つ目は、歩道整備について、国道281号、森中地

内大川目中学校前通学路の歩道整備を要請すべきと思

うが、その考えがあるか。 

 七つ目は、道路整備について、３点、お尋ねをいた

します。 

 １点目は、野田村広内地区と中沢地区の連結する道

路の計画整備の考えがないか。 

 ２点目は、宇部町谷地中地区中心部の市道側溝の拡

幅工事をするべきと思うが、その計画があるか。 

 ３点目、火葬場から大沢田につながる林道を市道格

上げし、整備する考えがないか、あわせてお伺いをす

るものであります。 

 八つ目といたしまして、生活道の認定にかかわる条

例制定について、市道認定同様、市単独の特色ある生

活道路認定条例を制定し、受益者と共同管理すべきと

思うが、その考えがないか、伺います。 

 次に、運動公園整備について、国体開催を機に、野

球場等運動公園整備をする考えがないか、伺います。 

 次に、教育行政４項目について、お尋ねをいたしま

す。 

 １点目、高校・大学生の奨学資金の活用について、
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奨学資金返済期間の延長を考えないか。 

 ２点目、給食費未納金対策について、子ども手当の

支給と未納世帯の納入確保対策は何か考えておられる

のか。 

 ３点目、青少年の健全育成について、自然体験でき

る遊び場確保と遊具の設置をすべきと思うが、整備す

る考えがないか。 

 ４点目、児童憲章について、児童の権利を守る憲章

を父母に勉強させる機会をつくるべきと思うが、この

４点についてお伺いし、以上で予定された……。 

○副議長（濱欠明宏君）  待って。まだ。 

    〔発言する者あり〕 

○２番（山田光君）  大変失礼いたしました。ちょっ

と端折ったようで、大変申しわけありません。 

 合併後の市政運営についてでありますが、山形町民

は、必ずしも市政運営に満足していないところもあり

ます。市長はどのような認識を持っているのか、問う

ものであります。 

 以上で、私が予定した質問を、登壇しての質問を終

わります。 

    〔発言する者あり〕 

○２番（山田光君）  それでは、その合併後の市政運

営についての質問項目の３項目、質問させていただき

ますが、会議や催事は、山形町を意識した計画をして

いるのか。継続的催事と単年度計画事業について、合

併時と本年度予算の行政運営費の対比についてをつけ

加えまして、質問を終わります。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  山田光議員のご質問にお答え

をいたします。 

 初に、市長の行政運営についてでありますが、こ

れにつきましては、さきの社会民主党、梶谷議員にお

答えいたしましたとおり、私が掲げてまいりました理

念、施策の方向性等に関し、市民の皆様から温かいご

信任をいただいたものと考えております。 

 諸課題解決のためには、まだ十分な水準にあるとは

言えないものの、これまでの取り組み成果は、着実に

あらわれつつあるものと判断しているところでありま

す。今後とも市政の先頭に立ち、市が直面する課題解

決に向け、鋭意取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、新年度予算査定について、お答えをいたしま

す。 

 当初予算編成に当たりましては、厳しい財政環境を

踏まえ、積極的に歳入確保の取り組みを進める一方、

行政評価結果等により、事業効果、効率性等を検証し、

歳出の徹底した見直しを行ったところであります。 

 特に、歳出につきましては、従前からの枠配分方式

を廃止し、これまでの事業概念にとらわれることなく、

すべての事業についてゼロベースからの見直しを行い、

施策の優先度に応じた財源の 適配分を図り、一層の

「選択と集中」を進め、限られた財源の重点的かつ効

果的な活用に努めたところであります。 

 その結果、17件の事務事業を統廃合いたしましたほ

か、市債の発行を極力抑制し、新市発足以来５年連続

でプライマリーバランスの黒字を達成したところであ

り、引き続き財政運営の健全化に向けた取り組みを推

進してまいりたいと考えております。 

 次に、合併後の市政運営についてお答えをいたしま

す。 

 山形町地域を意識した市政運営につきましては、旧

市村の速やかな一体感の醸成に努めながらも、旧山形

村が取り組んできた教育旅行や闘牛大会をはじめ、ガ

タゴンまつり、平庭高原つつじまつりなど、その継続

発展に努めてきたところであります。また、合併後に

おきましても、地域まちづくり委員会の設置や地域コ

ミュニティ振興事業への配慮など、山形町地域の振興

には努めて意を用いた市政運営を行ってきたと考えて

おります。 

 次に、合併時と本年度予算の行政運営費の対比につ

いてでありますが、一般会計当初予算額で申し上げま

すと、本年度は178億1,430万円となっており、平成18

年度の189億8,142万2,000円と比較をいたしますと、

11億6,712万2,000円、率にいたしますと6.1％の減と

なっております。その中で、山形町地域につきまして

は、道路改良や簡易水道整備をはじめ、来内小学校や

久慈消防署山形分署の改築などを計画的に進めてきた

ところであります。 

 特にも、過疎債を活用した事業におきましては、平

成18年度と平成21年度との比較になりますが、事業費

ベースで3.28倍の伸びとなっているところであります。

今後におきましても、引き続き各種基盤整備を計画的
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に推進するなど、地域振興に向けた取り組みを進めて

まいりたいと考えております。 

 次に、市の組織・機構についてお答えをいたします。 

 グループ制は、係制が持つ組織の固定化などの課題

を解消し、各課の中で組織体制の動態化と職員相互の

協働性を確保することによって、より機能的、効率的

に事務事業を遂行するために導入したものであります。

限られた職員体制で、 近ますます多様化、複雑・高

度化する行政需要に対応していくために、有効な手段

であると認識をいたしており、今後もグループ制を活

用してまいりたいと考えております。 

 次に、市の公共施設の全面禁煙実施についてお答え

をいたします。 

 「健康増進法」第25条に規定されております「受動

喫煙の防止」の趣旨については十分認識をいたしてお

り、各施設においては分煙等の措置を講じているとこ

ろであります。また、本年２月25日付の厚生労働省健

康局長通知を受け、一部施設におきまして全面禁煙を

実施したところであります。今後におきましても、引

き続き法の趣旨にのっとり検討を進めてまいりたいと

考えております。 

 次に、消防行政についてお答えをいたします。 

 まず、消防団員の出動手当についてでありますが、

消防団員の皆さんには、生業の傍ら、市民の生命・財

産を守るために、日夜献身的に消防活動にご尽力をい

ただいていることは、十分認識しているところであり、

また、出動時における団員の皆様の奮闘ぶりにつきま

しても、心から敬意を表する次第であります。出動手

当の値上げにつきましては、今後、他市町村の状況や

財政状況を勘案しながら検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、消防団員の被服貸与についてでありますが、

消防団員には、現場活動、あるいは訓練などに着用す

る活動服を貸与しておりますが、体型の変化や被服破

損のときは、随時、更新対応しているところでありま

す。今後におきましても、消防団活動に支障を来たさ

ないよう被服を貸与してまいりたいと考えております。 

 次に、分署長の課長級昇格の考えについてでありま

すが、その責務等を勘案して、その組織内において検

討していくべきものと考えておりますことから、久慈

市長として、現在そのような提案をする考えに至って

いないところであります。 

 次に、入札業者の参加資格についてお答えをいたし

ます。 

 入札執行時の業者指名においては、基本的には市内

業者育成の観点から、市内業者を優先し、受注機会の

増大を図っているところであります。また、市内業者

の考え方でありますが、「市内に本社または住所を有

している者」と規定しているところであり、今後にお

きましてもその考え方で運用してまいる考えでありま

す。 

 次に、久慈東高校グラウンドのサブグラウンドを要

望することについてでありますが、現在、限られた環

境において工夫を凝らし、安全に配慮しながらクラブ

活動等に活用している状況であると、久慈東高校から

伺っているところであります。高校生活におけるクラ

ブ活動は、心身を鍛えることはもちろん、仲間と共通

の目的に向け、連帯感を醸成するために重要な活動で

あると認識いたしておりますので、要望等適切な対応

に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、負担金・補助金にかかわってのご質問にお答

えをいたします。 

 補助金・負担金につきましては、事業の効果的・効

率的な執行を図るため、市政改革プログラムに基づき

見直しを進めてきたところであります。見直しに当た

りましては、費用対効果及び事務事業評価の観点から、

事業の公益性、必要性を検証し、廃止、統合、縮小、

拡大、または新設を行ってきたところであります。各

種団体に対する補助金等につきましても、引き続き団

体の状況を精査するとともに、経費負担のあり方や今

後の方向性を検討するなど適切な支援に努めてまいり

たいと考えております。 

 次に、業者指名停止処分についてお答えをいたしま

す。 

 県発注工事の談合問題にかかわり、去る４月９日、

対象事業者に対し、３カ月の指名停止処分を行ったと

ころでありますが、処分決定に当たりましては、市営

建設工事に係る指名停止等措置要綱にのっとり、内部

職員で構成する業者選定委員会において検討し、その

意見を踏まえて決定したところであります。 

 なお、建設業を取り巻く業界全体の経済状況が厳し

いことは十分認識をいたしておりますが、個々の業者

の経営状況については把握していないところでありま

す。 
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 次に、町内会組織の強化についてお答えをいたしま

す。 

 町内会組織は、 も身近なコミュニティ活動の場で

あり、また市民と協働してのまちづくりには欠かすこ

とのできない組織であると認識しており、これまでも

それぞれの町内会等で地域特性を生かした活動がなさ

れてきたところであります。今後におきましても、自

主的な地域活動に期待しつつ、地域コミュニティ振興

事業の助成など、可能な範囲で活動の支援をしてまい

りたいと考えております。 

 次に、環境保全対策についてお答えをいたします。 

 条例を制定し、放棄地等に放置してある粗大ごみ等

を市予算で撤去する考えについてでありますが、不法

投棄や不適正処理された廃棄物、あるいは自宅や耕作

放棄地等に放置された粗大ごみの処理については、第

一義的には、原因者により処理されるべきものと考え

ており、ご提案の条例制定は考えていないところであ

ります。 

 次に、携帯電話の不感地域の状況について、お答え

をいたします。 

 これまで事業者への夢ネットの芯線開放等により、

山根町は下戸鎖地区が、山形町では、来内、戸呂町、

小国及び荷軽部の各地区において、携帯電話の不感地

域が解消されております。また平成21年度においては

山形町日野沢地区で、平成22年度においては山根町端

神、小田瀬及び山形町繋の各地区においてそれぞれ中

継用基地局の整備を進めているところであります。今

後もこれらの整備手法により、不感地域の解消に努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、市民バスの利用促進について、お答えをいた

します。 

 市民バス「のるねっとＫＵＪＩ」は、いわゆる交通

弱者と言われる高齢者や学生のための通院・通学を第

一に考えた運行となっており、必ずしも市民全体の需

要に応じたものとはなっていない状況にあります。し

かしながら、市民バスの運行を支えるためには、利用

者の確保が必要不可欠でありますので、条例制定によ

ることなく、さまざまな機会をとらえ利用促進策を展

開してまいりたいと考えております。 

 次に、市政懇談会についてお答えをいたします。 

 市政懇談会は、市民の積極的な市政への参画を推進

することを目的として、毎年開催しているところであ

ります。市民から寄せられましたご意見・提言等につ

きましては、各部局等において検討を行い、その結果

は、市広報、市ホームページへの掲載のほかに、各地

区公民館等に掲示いたしております。 

 昨年度の市政懇談会は、11カ所で開催し、165件の

ご意見・提言等をいただいたところであり、そのうち、

趣旨に沿って措置したもの25件（15.2％）、実現に努

力しているもの72件（43.6％）となっております。今

後におきましても、市政懇談会の意義を 大限に生か

せるよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、農林行政についてお答えをいたします。 

 まず、森のトレー訴訟問題についてでありますが、

原告組合及び岩手県・委任弁護士と連携し、勝訴に向

けて全力で取り組んできたところであり、判決を見守

りたいと考えておりますので、ご了承を願います。 

 次に、国土調査実施後の筆界未定地対策についてで

ありますが、調査実施時の筆界未定地の件数は、約

620件、3,270筆となっております。今後の解決策につ

いてでありますが、国土調査での筆界については、ご

承知のとおり、各地権者が合意した境界を市が確認し、

成果を取りまとめるものであります。したがいまして、

調査終了後の筆界未定は、各地権者みずからが筆界を

確定し、登記まで行うものでありますので、ご理解願

います。 

 次に、農業用用排水路についてでありますが、国道

281号大川目森中交差点を横断している森中地域の法

定外公共物、いわゆる青線の整備につきましては、か

んがい用水路として使用されている状況ではないこと

から、農業用水路としての整備は極めて困難と考えて

おり、環境面の観点等、別の整備手法があるか検討し

てまいりたいと考えております。 

 次に、補助事業についてでありますが、各種補助金

で補助制度期限のある事業は、採算が整うまで補助を

打ち切りすべきでないとのご質問でありますが、各種

補助金は、法令、該当する補助金交付要綱等の規定及

び予算で定めることに従い、計画的、かつ効率的に活

用されるよう努めなければならないものと考えており

ます。 

 市におきましては、市政改革プログラムにおける財

政運営の健全化のため、市単独補助金については、原

則３年以内の終期を徹底するとともに、絶えず見直し

を行い、事業の公益性及び必要性を検証することとな
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っております。 

 次に、商工観光活性化対策についてお答えをいたし

ます。 

 まず、誘客確保及び経済効果を見込んだ有名人グッ

ズの販売店の出店につきましては、それぞれの店舗が

販売品目等を研究しながら採算面を含め検討すべきこ

とととらえており、各店舗での取り組みに期待をする

ものであります。また、市の予算を用いてのプロ歌手

の養成につきましては、そのような取り組みを行う考

えはございませんので、ご理解願います。 

 次に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、市道谷地中川線と樋口線の舗装についてであ

りますが、この２路線とも国道45号にアクセスする地

域にとって重要な路線であると認識をいたしておりま

す。これまでも市道整備につきましては、限られた予

算の中で、緊急性、重要性等を勘案しながら整備を行

っており、この２路線につきましても、これらを勘案

しながら検討してまいりたいと考えております。 

 次に、公共下水道施設整備についてでありますが、

公共下水道の整備年次は、「久慈公共下水道事業計

画」により、おおむね５カ年程度の予定処理区域につ

いて、完成予定年月日を定め、それに基づき事業を実

施いたしております。今後におきましても、漁業集落

排水事業や浄化槽など、地区の実情に即した効率的な

整備となるよう、逐次事業計画の見直しを行い、整備

を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、川貫地区の排水処理ポンプ場の整備について

でありますが、当該地区は、雨水排水計画の中部第２

排水区として計画されておりますが、地盤の低い土地

がありますことから、強制排水などの浸水対策が必要

な地区であると認識をいたしております。 

 今後、ポンプ場整備に向けて財政事情等を勘案しな

がら、用地の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、法定外公共物、いわゆる赤線・青線管理にか

かわっての住民からの相談や苦情処理についてであり

ますが、境界問題に関するものにつきましては、現地

や事実関係を確認の上、関係者と協議しながら解決に

努めているところであります。また、境界紛争に起因

する未解決の事案につきましても、問題解決に向けた

当人同士の意思を受けて取り組んでいるところであり

ます。 

 なお、維持管理に関するものにつきましては、地域

住民の協力を得ながら取り組みを検討するとともに、

整備要望につきましては、財政状況を勘案しながら、

事業化について検討してまいりたいと考えております。 

 次に、土砂の除去についてでありますが、災害等に

おける道路脇の堆積した土砂につきましては、道路や

水路の機能を損なわないよう、逐次パトロールを行う

とともに、地区住民等から寄せられる情報をもとに撤

去し、適切な維持管理に努めているところであります。 

 次に、歩道整備についてであります。 

 国道281号の森中地区の歩道整備につきましては、

岩手県に対する重点事項要望のほか、沿線の市町村で

構成する国道281号整備促進期成同盟会におきまして

も、早期整備の実現に向けて要望してきたところであ

ります。この取り組みが結実し、今年度、県北広域振

興局土木部において、当該地区の歩道整備の新規事業

化に向けた調査を開始する予定と伺っているところで

あります。今後におきましても、歩道整備の促進につ

いて、引き続き要望するとともに連携を図ってまいり

たいと考えております。 

 次に、道路整備についてお答えをいたします。 

 まず、野田村広内地区と宇部町久喜地区の中沢団地

を連結する道路の整備計画についてでありますが、こ

のルートは、高潮災害等により、県道野田長内線が寸

断された場合、代替路線の機能を有する新設路線とし

て、その必要性は認識をいたしているところでありま

す。平成21年度におきまして、野田村が施工する同様

の機能を有した林道中沢広内線が事業着手しておりま

すことから、広内地区と中沢団地を連結する整備計画

は現在持ち合わせていないところでありますので、ご

理解願います。 

 次に、谷地中地区の市道側溝の拡張計画であります

が、現在その計画は持ち合わせておりませんが、これ

までも側溝整備につきましては、緊急性や重要性等を

勘案しながら整備を行ってきたところであります。こ

の路線につきましても、これらを勘案しながら検討を

してまいりたいと考えております。 

 次に、大川目町の火葬場から小久慈町の大沢田地区

につながる道路整備についてでありますが、この道路

は、林道柏木線として整備・管理されている路線であ

ります。この路線を市道として認定するには、道路敷

地の所有権を市に移転する必要があることから、これ
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まで用地交渉を行ってきたところでありますが、一部

地権者から同意を得られていないことから、今後引き

続き交渉してまいりたいと考えております。 

 次に、生活道路の認定にかかわる条例の制定につい

てでありますが、現在、公衆用道路の路面補修用とし

て砂利の提供を行っておりますが、公衆用道路の維持

管理に、市が直接携わることは、その路線数が多いこ

とや経費面、受益者負担等の観点から難しいと考えて

おりますので、ご了承を願います。 

 後に、運動公園整備について、お答えをいたしま

す。 

 さきの民主党、小倉議員にお答えいたしましたとお

り、岩手国体開催に向けた施設設備の整備・充実につ

きましては、岩手県準備委員会が提示いたしました

「大会開催方針」に基づき、 小限の整備にとどめら

れる状況にあるものと認識をいたしております。 

 今後、会場地として選定を受けております「柔道競

技」及び「軟式野球競技」に係る施設の整備につきま

しては、国体競技施設基準に示された整備を基本に進

めてまいりますが、多様な施設を網羅した総合的運動

公園の整備では、相当な困難が伴うものと考えている

ところであります。 

 以上で、山田光議員に対する私からの答弁を終わり

ます。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  山田光議員の教育行政につ

いてのご質問にお答えをいたします。 

 初に、高校・大学生の奨学資金の活用についてお

答えをいたします。 

 奨学金の貸付につきましては、基金を設置し運営し

ているところであり、基金の現金と奨学生からの返済

金を原資としているところであります。 

 現在、奨学金の返済期間は、貸付期間の２倍の期間

内で返済いただいておりますが、返済期間を延長する

ことによって、奨学金貸付の原資となる部分が減少す

るため、今後の貸付に大きく影響してくることが考え

られますことから、慎重に検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、給食費未収金対策についてでありますが、ま

ず給食費の滞納状況は、平成22年５月末現在で630万

円ほどとなっております。 

 未納世帯の納入確保対策につきましては、子ども手

当の趣旨をご理解いただくよう、さまざまな機会をと

らえて周知するとともに、過年度分につきましては、

子ども手当を給食費に充ててもらうため、子ども手当

を現金支給の方法にしていただき、給食費の直接納付

や臨戸徴収するなど保護者の協力を求め、給食費の滞

納解消に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、自然体験できる遊び場確保と遊具の設置につ

いてでありますが、市内で自然体験ができる場所とい

たしましては、北侍浜野営場や舟渡海水浴場、平庭高

原キャンプ場、内間木キャンプ場など、自然体験に活

用できる豊かな自然が多くあることから、それらを活

用し、感性や知識を養い、健全な青少年の育成が図ら

れるものであると認識いたしております。今後もこれ

ら豊かな自然や既存の施設・設備等を活用しながら、

青少年の健全育成を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 後に、児童憲章についてお答えいたします。 

 この憲章は、児童福祉に対する国民の意識を啓発す

るために、1951年５月に、日本国憲法の精神に従い、

児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸

福を図るために定められたものであります。 

 当市におきましては、各地区公民館で行われている

家庭教育セミナーや家庭教育学級などの各種講座にお

いて、「子供にとってのよい環境づくり」を学ぶ機会

の提供を行っており、今後も社会教育事業を通じて学

習機会の提供を行ってまいりたいと考えております。 

 以上で、山田光議員に対する私からの答弁を終わり

ます。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問を許します。２番山

田光君。 

○２番（山田光君）  少しの時間をいただきたいと思

いますが、合併後の市政運営についてでありますが、

この山形町は、畜産業から文化施設、福祉施設、医療

施設、山村体験施設等がたくさん整っているわけであ

ります。言ってみれば、すばらしい落ち着く環境にあ

るわけですから、これをぜひとも過疎化させないよう

な対策をとっていただきたいと思います。 

 しかし、今、市長の説明でありましたら、今まで以

上に山形町のために予算を費やしている状況だという

お考えを知って、非常に力強く思ったわけであります。
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いずれそのようにしていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 次に、分署長のこの位置づけについてでございます

が、これについても、各町村の関係者、自治体の関係

者は、実施できればその課長級にしてもらいたいと。

県であれば総括するところが総括課長、そうでないと

ころは担当課長というふうな中で、県は課長補佐級は

担当課長、出先機関になっているような感じがするわ

けですが、消防署もその署のバランスと、あるいは階

級の関係もあってそうだかと思いますけれども、いず

れにしてもこれも、やはり町村がこの負担金の問題も

あるんだろうけれども、久慈市がリーダーシップをと

ってですね、やっぱり人的なこの職員のあれをやっぱ

りこう人が人を使うわけですから、やっぱり人のため

にもなって、他の団体でありますけれども、いずれそ

ういう市長のそのお考えはわかりましたけれども、何

とか調整をとってこの財産生命を守る職員を一生懸命、

この改善をしながら育成してもらいたい。そう思いま

す。 

 それから次に、市政懇談会についてでございますけ

れども、この市政懇談会が行われているわけですが、

よく言われるのは、会議だけしてどうなってんだとい

うことになるんですが、身近な問題をどんどん市長さ

んが一生懸命やっていただければ、議員は何をやって

いるんだ、何もしてくれないと、議員には予算執行権

もないわけですから、だからそういったときは、市議

会議員、議員さんからも、あるいは町内会長、あるい

は区長からもお話があったときは、小さなとにかくで

きるものはとにかくやっていただくと。そうでないと

議員に対する反発も非常に多い。そういったこともあ

りますので、ぜひとも余り金をかからないようなとき

は、とにかく命令をしてですね、上から命令してみず

からかからないものについては、特に砂利敷地等、生

活環境周辺のこういったものについてはやっていただ

きたいなと。一番要望が多いようでございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  山田議員、発言中でありま

すが、答弁の時間に配慮をして質問をいただきますよ

うに、ご協力をお願いします。 

○２番（山田光君）  わかりました。あと答弁につい

てはあれですが、いずれ私のこの質問については、時

間がないので要望を。この答弁を大変きれいにしてい

ただいたので感謝しているわけでありまして、再答弁

は１カ所だけ。 

 この市長の市政懇談会についてのその取り組みにつ

いての状況の中で、この議員や町内会、区長等の要

望・要求されたものについては、とにかくできるもの

を早くやってもらいたいということをもう一回市長に

確認をとって、私の再質問を終わりたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  答弁。癩癩答弁、山内市長。 

○市長（山内隆文君）  質問の趣旨がよくとらえられ

ませんでしたが、市政懇談会での要望等があった際に、

速やかな取り組みを願うと、こういうことについての

み答えをという質問に受けとめましたが、それでよろ

しいのでしょうか。 

 真摯に取り組んでまいります。 

○副議長（濱欠明宏君）  再質問を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○副議長（濱欠明宏君）  以上で本日の議事日程は終

了いたしました。６月23日の本会議は、議事の都合に

より午後１時30分に開会いたします。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後４時51分   散会   
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