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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。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（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。新政会代表、木ノ下祐治君。 

    〔新政会代表木ノ下祐治君登壇〕 

○５番（木ノ下祐治君）  私は新政会を代表し、今任

期 後の代表質問をさせていただきます。 

 議会と当局は対等な立場でありますので、担当直入

に質問いたしますのでご了承願います。要点だけを手

短にはっきりと答弁をお願いします。前日の登壇者と

重複する項目がありますが、割愛せず質問いたします。 

 それでは、通告に従い順次質問させていただきます。 

 質問項目の１点目は、市内の経済環境について。久

慈市の借金は１人当たり74万円で、県内13市の中で

悪だという新聞報道がありました。不況は久慈市だけ

ではありませんが、私はこの数字を見て愕然としまし

た。市長はこの数字をどのようにとらえているのかお

伺いいたします。 

 次に、フランクリン市の訪問について。市長は９月

末にフランクリン市に550万円もかけて、21人の大勢

の訪問団を連れて行くそうですが、市民感情からすれ

ば納得できない人が多いと思います。考え直すべきで

はと思いますが、市長の考えをお伺いいたします。 

 次に、市役所職員退職者の再雇用について。市では

退職した市役所のＯＢを市の関係する施設（公民館、

三船記念館など）に再雇用しています。専門的知識や
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技術を持ったＯＢを活用することはいいことですが、

再雇用の基準はどうなっているのかお聞きします。 

 市役所職員の人たちの中には、だれを採用し、何年

働かせるかは全部市長が独断で決めてると言ってる人

がいます。それは事実かどうかお聞きします。人事は

公平にあるべきだと私は思いますが、考えをお伺いい

たします。 

 次に、ゲリラ豪雨対策について。各地に甚大な被害

をもたらしているゲリラ豪雨による水害、土砂災害に

ついてお伺いいたします。 

 次に、夢ネット事業の今後の展開について。久慈市

が山形町と合併する際に、目玉事業として立ち上げた、

約25億円の夢ネット事業は見通しの過ちから、あっけ

なく中止になりました。山形町民に大きな期待と夢を

持たせておきながら、簡単にやめ、がっかりさせてし

まったわけですが、私はこの問題にまだけじめがつい

ていないと思っております。６億3,000万という大金

がどこに消えたんですか。市長はこの責任をどのよう

に考え、どのように反省しているのかお伺いいたしま

す。 

 次に、市民バスについて。現在、市では880万円の

お金をかけて市民バスの実証運行を行っているそうで

すが、880万円という金は、年間の委託料の４分の１

に当たる大きな金です。なぜこんな大金をかけて調査

しなければならないのか、私には疑問に思っておりま

す。結局、880万円は無駄金になると思うのですが。 

 私は客が乗っているバスを余り見たことがありませ

ん。いつもがらがらです。市では空気を乗せて走って

いるバスに、毎年4,000万円近い大金をかけているわ

けです。それに、乗車料金もバス業者の懐に入ってい

ますが、これは二重取りだと言う人もいます。おかし

くありませんか。考えをお伺いいたします。 

 次に、国の重点湾港選定について３点お伺いいたし

ます。 

 １点目の久慈港湾は、今後の重要湾港選定に可能性

があるかお伺いいたします。 

 ２点目に、久慈港は過去に三陸津波をはじめ、幾度

とない津波被害を受けていることにかんがみ、選定に

は緊急性があると思われます。選定に向けての具体的

（要望・陳情等）な行動をお示しいただきたいと思い

ます。 

 ３点目は、市長は久慈港の湾港都市としての将来展

望をどのように考えているのか、認識しているのかお

伺いいたします。 

 次に、新火葬場建設について。久慈広域連合長であ

る久慈市市長にずばりお聞きします。新火葬場の建設

場所は決まったのかどうかお聞きします。はっきりと

お答えください。町には、既に宮城建設の野球場に決

まっているといううわさが広がっています。なぜ宮城

球場がいいのか。その理由、根拠を示してください。

野球場ではないというならば、はっきりと違うと言っ

てください。 初から宮城球場に決まっているのに、

ほかも検討をするふりをしているように見えますがお

伺いいたします。 

 次に、児童虐待防止について。児童が虐待を受け死

亡する等、 悪の事件にまで発生しておりますが、当

市における児童虐待をどのようにとらえているのかお

伺いいたします。 

 次に、福祉行政について。老老介護の実態と対策に

ついて。介護保険施設の慢性的な待機者が多い中、在

宅で特に老老介護の実態がありますが、現状をどのよ

うにとらえているのか。また、民生委員とのかかわり

と対策についてお伺いいたします。 

 次に、買い物難民の実態と対策について。久慈市の

みならず、岩手県内各地で日常の買い物が困難になっ

てる地域があります。高齢者が多い農村部等では過疎

化が進み、個人商店がシャッター通りと化したことな

どが要因とされています。高齢者の買い物難民の実態

と対策についてお伺いいたします。 

 次に、林業振興について。山林の境界について、国

勢調査を終えて20年がたちます。民有地の山林の境界

を確認できない方が余りにも多く、境界に対する考え

方についてお伺いいたします。 

 次に、菌床シイタケの価格の下落について。夏場の

生産量が多過ぎて、数年前の価格と比較して価格が下

落を招いているととらえているが、考え方をお伺いい

たします。 

 次に、マツタケ栽培について。平成18年、19年と、

マツタケ山環境整備実証事業を行い、経過を見てきた

わけですが、どのように管理がなされているのかお伺

いいたします。 

 次に、漁業振興について。海産物の管理について、

市場に水揚げされた漁業生産物が適正に管理がなされ、

販売されているのかお伺いいたします。 
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 次に、漁業集落環境整備事業の状況について。快適

な生活環境の実現のため、整備が進められている桑畑

地区及び小袖地区の状況についてお伺いいたします。 

 次に、産業振興について。地産地消について、地元

産の農産物・鮮魚は地元住民に消費してもらう地産地

消を積極的に推進していくべきと思いますが、考えを

お伺いいたします。 

 次に、産業の活性化について。市内には海・山・里

にかかわる各種産業があるわけですが、経済環境の変

化や高齢化により、長年にわたり会得してきた技術等

を次の世代に受け継げる環境が薄らいでいるように感

じられます。市内各産業が発展するためにも、従事す

るさまざまな技術者の今後の活性化が必要と思います

が、考えをお伺いいたします。 

 次に、秋まつりについて。秋の山車が手づくりとな

ってからは、制作する側と見学する側の一体感が生ま

れ、以前にも増してすばらしい久慈秋まつりとなり、

昨年度は民放による生中継の効果も見られ、県内外か

ら久慈へお越しいただきました。昨年度以上に久慈秋

まつりへの多くのお客様からお越しをいただくための

考えについてお伺いいたします。 

 次に、巽山公園と市民の森について。久慈市中心市

街地活性化基本計画に沿って整備されております巽山

公園と市民の森整備事業により、憩いの空間として整

備されております市民の森は、中心市街地から足を運

びやすい条件であることから、整備の行い方により、

市民や観光客を含めた多くの利用者を中心市街地へ誘

導できると考えますが、今後の整備計画をお伺いいた

します。 

 次に、土木行政について。新築町の雨水排水対策に

ついて、幾度か出されているこの質問は、町内地域住

民にとりましても重要な課題であります。慢性的な雨

水排水の具体的対策についてお伺いいたします。 

 次に、市道北野本波線について。北野本波線の側溝

整備が行われておらず、雨水や生活排水の行き場がな

く、そこに溜まったままの場所があり、側溝整備計画

についてお伺いいたします。 

 次に、市道上長内日吉町線の歩道設置について。現

在給食センター入口付近にのみ整備されている歩道で

ありますが、これから冬期間を迎えるに当たり、路面

の凍結も考えられ、早急に中学校正門の東側と西側に

延長整備する必要があると考えますが、本年度の事業

計画と歩道設置にかかわる用地取得の状況についてお

伺いいたします。 

 次に、教育行政について。久慈小学校の改築につい

て、久慈市の中心的な小学校の改築であり、安全性に

配慮し、教育指導に適した環境を創出すべきと思いま

すが、特徴がある改築が検討されているかお伺いいた

します。 

 次に、少子化に伴う中学校のクラブ活動について。

中学校で少子化により運動部の減少が続いているが、

課題とその対策についてお伺いいたします。 

 以上で、私の登壇しての質問を終わります。 

○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）  新政会代表、木ノ下祐治議員

のご質問にお答えをいたします。 

 まず、 初に１項目目、市内の経済環境について。

要旨は 悪な状況にある市内の経済環境について考え

方を問うと、このように文書で通告をいただいており

ます。まずはこの点について答弁をさせていただきま

す。 

 初に、市内の経済環境についてお答えをいたしま

す。我が国の経済は、一昨年末の世界同時不況の影響

によりまして、企業活動の大幅な後退と雇用の収縮が

顕在化し、大変厳しく不安定な状況となっております。

国においては、緩やかに回復しつつあるとの見方もあ

りますが、市内経況は依然として非常に厳しい状況に

あり、方向性が見えない状況にあるものととらえてお

ります。 

 このような中、企業の経営安定を図るため、各種融

資制度の活用促進に努めているほか、国の緊急雇用創

出事業、地域雇用創造推進事業などを活用し、雇用機

会の創出を図ることで市内経済の活性化を促している

ところであります。しかしながら、現状においては、

市町村独自の施策によって地域経済を復調させること

にはおのずと限界があります。こうしたことから経済

社会の活力を引き出すため、国の地域経済の実態に即

した具体的、積極的な施策展開を望んでいるものであ

ります。 

 なお、項目にはなかったのでありますけれども、ご

質問がありましたので、少し触れさせていただきます。 

 木ノ下議員は、１人当たりのいわば借金が、県内13

市の中で久慈市が 低であると、こういうふうに述べ
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られました。私の資料によりますと、確かに地方債現

在高、よろしいですか、地方債現在高、これは13市中

12位であります。しかし、一方、この実額をもって直

ちにその市町村の財政状況が悪化しているだとか、そ

ういうことにはならないことは議員も勉強なさってお

って、よくご理解していることだろうと思っておりま

す。 

 例えば、実質公債費比率、これは13市中、久慈市は

７位。これは３カ年の平均ではありますが７位という

状況にありまして、実質的な公債費比率といったもの

は、決して 下位のほうに属しているものではない。

こういったことをご認識の上にご質問をいただければ、

実のある議論になるのではないか、このように考えて

いるところであります。 

 次に、フランクリン市の訪問についてお答えをいた

します。 

 姉妹都市締結50周年記念訪問事業において、訪問団

を組織する考え方についてでありますが、昨日の政和

会代表、砂川議員にお答えいたしましたとおり、今回

の訪問におきましては市民交流会やホームステイなど、

両市民の交流を基軸とした事業を予定しております。

したがって、できるだけ多くの市民が参加できるよう

に配慮し、一般公募により募集した15名を含めた21名

の訪問団を組織したところでありますが、このことは

決して無駄というふうには判断をいたしておりません

で、両市の友好の歴史にかんがみ、意義あるものとと

らえているところであります。 

 次に、市役所職員退職者の再雇用についてお答えを

いたします。 

 ご質問の公民館長等につきましては、現在、一部に

ついて市退職者を嘱託職員として雇用しているところ

であります。これは、公民館事業等を円滑に推進する

ため、行政経験が豊富で事業執行のノウハウのある者

が適当と考えること、また、公民館等は市の組織の一

部でありまして、管理職にふさわしい人材を確保する

必要があること等を総合的に勘案して行っているもの

であります。 

 ちなみに国の基準には、公民館の設置及び運営に関

する基準というものがございまして、「社会教育に関

し、識見と経験を有し、かつ公民館の事業に関する専

門的な知識と技術を有する者をもって充てるよう努め

る」とされているところであります。 

 終決定は久慈市長である私であるわけであります

けれども、その前の段階ではさまざまな段階を経て、

終的に私が決定をする、こういうことでありまして、

私が決定したから直ちに独断ということは当たらない

ものと考えております。 

 次に、ゲリラ豪雨対策についてお答えをいたします。 

 ゲリラ豪雨は、予測が困難で突発的かつ局地的な豪

雨とされております。近年、全国各地で急激な増水に

よる被害や土砂災害が発生しており、増加傾向にある

ものと認識をいたしております。 

 この対応といたしまして、気象庁の発表する気象警

報等を早期に収集し、市民へ迅速に周知するとともに、

水防資機材の充実と、消防団の水防技術の向上を図る

ため、水防訓練を重ねているところであります。 

 ちなみに、これは４年ほど前から、３年前からです

か、取り組み始めた新たな試みであります。 

 次に、夢ネット事業の今後の展開についてお答えを

いたします。 

 夢ネット事業は公共施設間を光ファイバーで結び、

各種行政サービスを提供をいたしておりますし、携帯

電話のエリア拡大及び地上デジタル放送難視聴地区の

解消を図ってきたところであります。今後は情報通信

技術の向上度合いを見据えながら、柔軟に対応してま

いりたいと考えているものであります。 

 なお、これら整備に当たっては、整備の目的という

ものがあるわけでありまして、技術革新に伴って、そ

の新たな技術によって代替できる部分について、これ

はそちらのほうが効率的であるという場合には、これ

に切りかえていく作業が求められることは当然のこと

であるというふうに思っているところであります。 

 次に、市民バスについてお答えをいたします。 

 まず、市民バスの運行状況についてでありますが、

平成20年４月から、６方面11路線で運行しており、利

用者数は平成20年度が８万1,250人、平成21年度が７

万7,588人であります。比較いたしますと3,662人減と

なっております。 

 また、運賃収入でありますが、平成20年度が2,216

万7,072円、平成21年度が2,004万5,695円となってお

りまして、212万1,377円の減となっているところであ

ります。 

 私どもは、今後におきましてもこれまでと同様に、

通院・通学などの利便性に主眼を置いた運行となるよ
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う努めてまいりたいと考えております。 

 次に、いわゆる国の重点港湾の選定についてのお尋

ねでありました。このことについてお答えをいたして

まいります。 

 まず、久慈港の重点港湾選定の可能性についてであ

りますが、重点港湾は国の直轄事業に係る「選択と集

中」を図るために、国直轄の新規事業を行い得る港湾

と定められておりまして、全国の43港を国土交通省が

今般選定をいたしております。 

 重点港湾の選定に当たっては、基本的に１県１港と

する国の方針に基づきまして、岩手県では築堤後およ

そ40年が経過し、老朽化が著しい湾口防波堤整備の緊

急性が高いと判断された大船渡港の選定を国に要望し、

今般大船渡港が43港のうちの１港に選定されたもので

あります。 

 現在、久慈港において国直轄事業で進められており

ます湾口防波堤、これは新規事業ではございませんで、

継続事業であります。したがって、重点港湾に選定さ

れなかったからといって、そのことのみで支障が生じ

るというものでないということをご理解願いたいと存

じます。 

 また、市といたしましては、今後久慈港が重点港湾

に選定される必要性が生じた場合には、県・国に対し

要望を行ってまいる考えであります。 

 次に、久慈港の将来展望についてでありますが、海

洋に開かれた当市といたしましては、臨海部での活力

の創出が市政発展に必要不可欠と考えております。こ

のため、昨年８月に湾口防波堤の整備効果の発現を見

据えまして、水産振興や観光振興での活用のほかに、

臨海部への工業集積など、久慈湾の利活用の可能性を

幅広い視点から調査、研究するために、久慈湾利活用

研究会を設置したところであります。今後もこの研究

会において、久慈港の将来のあり方について、さまざ

まな角度から調査、研究を行っていくことといたして

おります。 

 次に、火葬場についてお答えをいたします。 

 火葬場の用地選定の状況につきましては、昨日の政

和会代表、砂川議員にお答えいたしましたとおり、現

在、久慈広域連合により、夏井町鳥谷地内の民間野球

場用地を建設候補地として検討が進められているとこ

ろであります。 

 ５月26日と８月２日の２度、住民説明会を実施した

ほかに、８月29日には先進地視察として宮古市の火葬

場施設見学会を実施し、地域住民の理解が得られるよ

うに努めていると伺っているところであります。 

 次に、児童虐待防止についてお答えをいたします。 

 当市の児童虐待相談件数につきましては、平成21年

度は23人であり、その種別でありますが、心理的及び

身体的虐待が主なものとなっております。 

 児童虐待防止及び相談については、住民や保育所、

学校、警察、民生児童委員等が早期に発見し、児童虐

待が通告されるよう啓発するとともに、各関係機関が

連携して適切かつ十分な支援ができるよう、情報を共

有しながら取り組んでいるところであります。 

 また、要保護児童の支援を目的とした久慈市要保護

児童対策地域協議会との連携を強化し、今後とも児童

虐待の早期発見と防止に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 まず、老老介護の実態と対策についてでありますが、

市内の居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所か

ら伺いましたところ、居宅介護サービスを利用しなが

ら、65歳以上の高齢者が同居の高齢者を介護するとい

う、いわゆる老老介護世帯は、約170世帯となってお

ります。 

 なお、このような世帯に対しましては、介護支援専

門員をはじめとする担当職員が、利用者の心身の状況

や家庭介護者の状況を考慮し、適切な介護サービスや

支援を受けることができるよう、地域包括支援セン

ターが中心となりまして、総合相談・支援等を行って

いるところであります。 

 また、民生委員とのかかわりにつきましては、日ご

ろの見守り活動、相談・援助活動及び情報提供による

業務への協力など連携し、地域福祉の増進に努めてい

ただいているところであります。 

 次に、買い物難民の実態と対策についてであります

が、経済産業省の地域生活インフラを支える流通のあ

り方研究会の報告書によりますと、流通機能や交通網

の弱体化とともに、食料品等の日常の買い物が困難な

状況に置かれている人々が増加していると言われてお

ります。 

 国においても定義や実態把握が難しいことから、高

齢者人口をもとに全国で600万人程度と推計している

ようであります。 
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 当市におきましては、要介護者に対する訪問介護時

の買い物支援、また久慈市社会福祉協議会が実施して

おります安心サポート事業による買い物代行等をご利

用いただいているところであります。また、民間業者

による移動販売や宅配サービスも行われており、一定

の利便性の確保が図られているものと認識をいたして

おります。 

 この問題を解決するためには、流通事業者等を中心

とした民間と行政との連携及び地域コミュニティのあ

り方等、多面的な取り組みが必要でありますことから、

国・県等の動向とあわせて、なお研究を重ねてまいり

たいと考えております。 

 次に、林業振興についてお答えをいたします。 

 まず、民有地等における山林の境界についてであり

ますが、近年、山林の土地境界を引き継がないまま林

業経営体の代がわりが行われまして、所有者が土地境

界に関する情報を失う事例もあるものと認識いたして

おります。 

 土地境界は、所有者個々が管理すべきものでありま

すことから、土地境界に詳しい者が存在するうちに、

早急に境界を保全するか、森林施業者等の協力をいた

だきながら、境界情報の収集に努める必要があると考

えております。 

 市といたしましては、林業の振興を図るとともに、

二酸化炭素吸収機能など森林が持つ多面的機能を維持

する観点から、土地境界を含め、山林の適切な管理に

対する意識の醸成を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、菌床シイタケの価格の下落についてでありま

すが、新岩手農業協同組合久慈営農経済センターの販

売実績による市場平均価格は、平成21年度において

100グラム単価94円であり、平成17年度と比較して10

円の安値となっております。 

 また、平成20年度発表の林野庁椎茸統計によります

と、平成17年から平成19年までの原木・菌床の生シイ

タケの国内総生産量、これは６万6,000トン前後で推

移するとともに、生シイタケの平成19年度の輸入量、

これは前年度比6,422トン減少の9,972トンとなってお

りますことから、国内需要量は減少いたしております。 

 このようなことから、菌床シイタケの生産量の拡大

により安値に直結したとは考えにくく、経済情勢等に

よる消費の減少などが影響しているものととらえてい

るところであります。 

 次に、マツタケ栽培についてでありますが、平成18

年度に整備した小久慈町の市有林内の実証地には、立

入禁止看板を設置するとともに、有刺鉄線を張り、関

係者以外が立ち入らないように管理をいたしておりま

す。 

 また、マツタケ発生時期には採取経験者による育成

状況の確認や風通しをよくするなど、林内の手入れを

定期的に行い、育成環境を整えているところでありま

す。 

 マツタケは発生までに約４年から５年の期間を要す

ると指導されているところでありますので、今後も適

切に管理してまいりたいと考えております。 

 次に、漁業振興についてお答えをいたします。 

 まず、海産物の管理についてでありますが、魚市場

に水揚げされる海産物は、鮮魚においては殺菌した海

水と氷の入った容器に入れ、また活魚においては、適

正水温の水槽に入れ、生きたまま競りにかけ、鮮度を

保ち、安全で安心な管理を行い、販売しているところ

であります。 

 なお、久慈市漁業協同組合の魚市場の衛生管理の徹

底によりまして、岩手県が定めます岩手県産地市場衛

生管理高度化指針の適合を平成21年度に受けたところ

であります。引き続き、衛生管理体制の向上を目指す

よう指導してまいりたいと考えております。 

 次に、漁業集落環境整備事業の進捗状況についてで

ありますが、桑畑地区は平成15年度から22年度までの

計画で実施いたしておりまして、全体計画は総事業費

16億6,300万円で、集落道８路線・延長約6,000メート

ル、集落排水・延長で約5,600メートル、汚水処理場

１カ所のほか、雨水排水、飲雑用水、防災安全施設等

を計画しているところであります。 

 今年度におきまして、残る集落道４路線・約3,050

メートル、集落排水・約180メートル、飲雑用水及び

防災安全施設として、防火水槽や照明施設を整備予定

であり、今年度事業完成を見込むものであります。 

 また、小袖地区についてでありますが、平成17年度

から24年度までの計画で実施いたしておりまして、全

体計画は総事業費16億円でありまして、集落道９路

線・延長約2,900メートル、集落排水・延長約１万

メートル、汚水処理場１カ所のほか、防災安全施設を

計画しているものであります。 
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 今年度は、集落道４路線・延長にいたしますと約

850メートル、集落排水・延長約100メートル及び汚水

処理場の電気・機械設備工事を実施予定であり、今年

度事業終了後の進捗率は、事業費ベースで申し上げま

すと78％の見込みとなるものであります。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 地産地消の推進についてでありますが、地域内で旬

の新鮮な農林水産物が流通できることと、食の安全・

安心の関心の高まりから、その推進は重要であると認

識いたしております。 

 平成20年度には、久慈市地産地消推進検討会議を設

置し、地産地消ふれあい給食の実施や、学校給食への

地元食材の利用促進を図ってきたことに加えまして、

産業まつり等のイベントを活用した試食・販売等を通

して地元農林水産物のＰＲに努めており、産地直売施

設や朝市などでの地元農林水産物の取り扱いもふえて

きている状況にあります。 

 地産地消は、第１次産業所得の向上、生産者と消費

者との交流を図る上で重要であるほかに、地域の活性

化につながるとともに、久慈ファン獲得の一助として

関係機関団体等と連携しながら、一層の推進に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、産業の活性化についてでありますが、第１次

産業の技術者につきましては、県において認定制度を

設けております。農業では岩手県農業農村指導士、林

業では岩手県指導林家、漁業では岩手県漁業士の認定

を受け、地域の活性化及び後継者育成のための指導的

役割を果たしていただいております。 

 また、企業支援といたしまして、久慈市雇用開発促

進協議会において、地域雇用創造推進事業により製造

業の支援を行っており、特に縫製業における若手技術

者の育成に取り組んできたものと承知いたしておりま

す。 

 今年度からは、久慈地域雇用創造協議会において、

久慈広域４市町村での地域雇用創造推進事業を実施し

ており、引き続き製造業分野への企業支援として、縫

製業のほか、木材木工品製造業者や輸送用機械器具製

造業等の技術者の育成が行われる予定となっておりま

す。 

 次に、久慈秋まつりの誘客方法についてであります

が、これまでもポスターの掲示やチラシの配布のほか、

マスコミ等を活用したＰＲ、さらには情報誌等への情

報提供を行いながら、さまざまな媒体を活用し、久慈

秋まつりの魅力を発信しているところであります。 

 昨年度、民放テレビで秋まつりの中継が放映され好

評でありましたことから、今年度におきましても、

「お通り」の日にテレビ中継を行う予定であるほか、

８月29日、盛岡で開催されましたイベントにおきまし

ても、山車組の方々による太鼓や、おはやし披露など

観光キャンペーンを実施したと、久慈市観光物産協会

から伺っているところであります。 

 秋まつりの日程が間近に迫っておりますが、引き続

き県北地方 大のイベントである久慈秋まつりの魅力

について情報発信し、できるだけ多くの観光客に訪れ

ていただけるよう、さらに工夫を重ねてまいりたいと

考えております。 

 次に、巽山公園と市民の森についてでありますが、

両施設とも中心市街地に隣接する位置にあり、市民が

憩い、安らぎ、交流する場として多くの市民に利用さ

れている状況にあります。 

 巽山公園は、久慈市中心市街地活性化基本計画に基

づく憩いの空間として、平成21年度には園路、展望デ

ッキ、ベンチ、すべり台などの整備を行ったところで

あり、今年度は園路の整備、トイレの改築、複合遊具

の設置等を行うことといたしております。 

 市民の森につきましては、平成21年度に緊急雇用創

出事業を活用して林内の下刈りを行い、修景施設等の

環境改善を図ったところであります。 

 今後における整備の考え方といたしましては、巽山

公園から巽山配水池横を経由して市民の森へ向かう散

策路の階段・手すりの改修でありますほか、干支の守

り本尊をめぐるルートの設定・案内看板整備など、中

心市街地と連携し回遊性を高めるとともに、自然学習

の場やツリーイング等のフィールドとして活用してま

いりたいと考えております。 

 後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、新築町の雨水排水対策についてでありますが、

ご指摘の地区は排水対策が必要な地区であると認識を

いたしておりまして、雨水排水全体計画にポンプ場の

計画を盛り込んでいるところであります。 

 しかしながら、昨日の政和会代表、砂川議員ほかに

お答えいたしましたとおり、事業計画の認可を受けて

いるポンプ場15カ所のうち12カ所が未整備となってお

ります。このことから、未整備箇所の進捗状況を見な
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がら検討してまいりたいと考えております。 

 次に、市道北野本波線の側溝整備計画についてであ

りますが、当該路線の側溝は素堀の側溝でありますこ

とから、水の流れが悪く、一部滞留する場所も散見さ

れ、側溝整備の必要性は認識いたしているところであ

ります。 

 当該路線は起伏が多く、側溝の排水や流末処理等の

課題もありますことから、今後、財政事業等も勘案し

ながら検討してまいりたいと考えております。 

 次に、市道上長内日吉町線歩道設置の本年度の事業

計画と用地取得の進捗状況についてでありますが、昨

年度施工した長内中学校校門付近から幸橋へ向けての

延伸と、下日吉バス停付近の路面排水不良箇所等を中

心に整備したいと考えております。 

 また、用地取得に係る進捗状況でありますが、現在、

全地権者57名のうち19名の方々からご協力いただいて

いるところであります。 

 今後におきましても、地権者の皆様の理解を得られ

るよう努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、新政会代表、木ノ下祐治議員に対する私か

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）  新政会代表、木ノ下祐治議

員のご質問にお答えをいたします。 

 初に、久慈小学校改築事業の進捗状況についてで

ありますが、現在設計業者をプロポーザル方式により

選定することとし、指名業者に技術提案書の提出を依

頼しているところであり、９月中旬には設計業者を決

定する予定であります。 

 特徴のある改築の検討につきましては、設計業者と

十分協議してまいりたいと考えております。 

 後に、少子化に伴う中学校のクラブ活動について

お答えをいたします。 

 今年度、市内９つの中学校には、運動部が男子30部、

女子32部の合計62部あります。ここ数年、運動部数の

減少という状況には至っておりませんが、少子化の影

響により、少人数で部活動を運営している学校もあり、

充実した活動ができないなどの状況も見受けられます。 

 今後は各学校でのクラブ数の見直しの検討や地区中

学校体育連盟との協議により、近隣の学校との合同

チームの編成を充実させ、大会や練習等を行ったりす

るなどの対応が必要と考えております。 

 以上で、新政会代表、木ノ下祐治議員に対する私か

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。

５番木ノ下祐治君。 

○５番（木ノ下祐治君）  それでは、何点か再質問さ

せていただきます。 

 先ほど市長から答弁があったわけですが、市内の経

済環境についての件なんですが、確かに市独自にばか

り責任があるわけじゃないことは私も存じております。

全くそのとおりですが。しかし、これは確かに山内市

長だけの責任ではないわけですが、山内市長になって

からの、いわゆる事業所の倒産、これは前にも何度か

一般質問出ましたが、それといわゆる引き上げた事業

所、かなりの雇用人数があったと推測しておりますが、

大体あったわけですが、それの人数等をどれぐらい実

際の人数、雇用した人数があったのか、それをお尋ね

します。 

 また、いわゆるこういう状況になった、先ほど市長

からもそれなりの答弁があったわけですが、再度この

状況をどのように、どうしてそのようになっているの

か、なったのか、それに対しての状況を市長がどのよ

うにとらえているのか、そのところをまずお伺いいた

します。 

 それから、時間が余りないような感じがしますので、

新火葬場について。いわゆる私は今の現在の宮城建設

の火葬場については、いわゆる向いてないと思ってお

ります。第一の理由は、いわゆる懇親会の席でも話を

したんですが、いわゆる経費が安いといって、そこに

場所を、設置の場所で、大体ここがいいということで

大体は決めたようではございますが。しかし、よく考

えてみてください。いわゆる国道端、あそこは国道端

なんですよね。そして、侍浜町民であれば大抵の方が

わかるわけですが、冬になればそこは風が強い場所で

ありまして、路面が凍結して、てかてかに光っている。

そしてそこにもし車が連なって、あそこに宮城建設の

球場のちょうどあの辺はカーブになりますから、そこ

に車が連なって、もしあそこでとまるようなことがあ

っているならば、これはおのずと事故につながる可能

性が大になるわけですよ。 

 職員の皆さんは、いわゆるこれを計画した方はそこ

にもいるわけですが、その当時の担当の事務局がそこ
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にいらっしゃるわけですが。そのとこまで考えて本当

にこれを計画したのか。いずれにしても、この火葬場

というのはだれしもが一度は世話なるわけですし、ま

たその家族、親類が必ずそういう形でだれしもがお世

話になる場所なわけですので、建設そのものに反対す

るわけではありません。しかし、この場所には多いに

問題があり過ぎると。私はそのようにはっきりと申し

上げます。 

 そして、29日にこの間宮古に行ってきたわけですが、

そこの視察の場所でも担当課の方がこう言ってました

よね。こういう迷惑施設は人の目にあまり触れる場所

に建設すべきではないと。そして、宮古の建設場所は、

全く家が１軒もない。しかも、好都合なことに規格道

路で囲まれておりまして、そこはちょうど盆地になっ

て、くぼ地になってると。そういう場所でありますの

で、すばらしい場所につくったもんだなと思ったんで

すが。まあ、あの場所では確かに反対はないでしょう。

反対はないという話でしたから。なかったと。それは

当然でしょうね。比較的市内からも近い。そして、な

おかつそういう場所の便利なとこがあったとなれば、

それは反対する必要もないでしょうから。そして、だ

れしもが一度は世話なるわけですから。 

 そういった点で、私は火葬場をつくる際に、ただ費

用が安いからとか、場所、便利がよいと、その便利の

よさにも問題があるんですよね。ただ、ただ便利がい

い、通路入り口が国道端で便利がいいと。そういう問

題ではないと思います。 

 そして、私はもう一つ、それ以前の問題に触れたい

と思いますが、大川目の旧火葬場。 

    〔発言する者あり〕 

○５番（木ノ下祐治君）  あっ、旧じゃない、今現在

の火葬場ですね。この今の火葬場の隣接する地主に、

市のほうから土地を譲っていただけませんかというよ

うな打診をしましたよね。それはどうなっております

か。それが私どもの説明にも一切出てこないし、反対、

反対だったから、今の場所は使えないとか、そういう

私どもに対する説明でしたが。これはどうなっており

ますか。まず、この辺からあまり時間がありませんの

で、よろしく答弁お願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  初に火葬場について、種々

ご意見をいただきました。どのような地域であっても、

どのような場所であっても、一長一短はあるものと思

っております。ご指摘いただいたような心配が幾らで

も軽減されるように、この場で議員が発言された内容

については久慈広域連合のほうにお伝えをしたいとい

うふうに思っております。 

 ただ、 後のくだりなんですけれども、現在の大川

目にある火葬場の隣接の土地所有者が反対であるから

という説明があったと、こういうことでしょうか。 

    〔発言する者あり〕 

○５番（木ノ下祐治君）  じゃ、議長。この場所、隣

接の場所ですね、隣接の場所。当局でこれを打診して

おりませんか、じゃあ。隣近辺の土地に対して。土地

の地主に対して。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  接触はしたというふうに聞い

ております。ただ、私が問題にしたいのは、その当局

の説明、これは広域連合なのか久慈市なのか、そこは

わかりませんけれども。その当局が隣接の土地所有者

が反対したからだめなんだというふうに説明を受けた

と今ご質問の中でお話しされたんですが、私はそのよ

うな認識をいたしておりません。どのような場所で、

どのような立場の者から、そういった説明があったの

か。もし勘違いであるということであれば、これは速

やかに撤回をいただきたい。よろしいでしょうか。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ５番木ノ下祐治君、今の市長

の問いに答えてください。 

○５番（木ノ下祐治君）  私の記憶違いでなければで

すよ、私のほうで記憶違いでなければ、広域の事務局

長──何ていいますかな、事務局長が出席しての説明

の場所でそういう説明があったと私は記憶しておりま

すが。私の記憶違いでなければですよ。それより言い

ようがないですから。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  私が知り得る限りでは、その

地権者が反対をしている。つまり、はなからだめだと

いう反応ではなかったよと聞いておりまして、そのよ

うな説明があったというのは、これは恐らく議員の勘

違いでしょう。直接聞かれたのか、間接的にそういっ

た話を聞かれたのかわかりませんけれども、対等な立

場でありますから、事実関係に基づいて議論を交わさ

せていただきたい。これが第１点であります。 
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 それから、企業の倒産状況なんでありますけれども、

建設関連のものがこれは地場企業ということでありま

すけれども、２件ありました。 

 それから、いわゆる誘致企業についてでありますが、

縫製関係と、それから電子部品、精密機械の製造業で

すか、こういったところが倒産なっております。私の

記憶いたしている限りでありますけれども。ただ、私

が就任する前、結構バブル期の前、直後のあたりにも、

かなり撤退していった企業もあります。 

 私がここで申し上げたいのは、例えば縫製業が倒産、

民事再生でしたでしょうか、になった場合に、そこに

働いている方々の雇用を幾らかでも守ろうということ

で、同種の縫製業を誘致しております。それから、電

子部品製造業についても、そこで働いていた方々が中

心となって新しい会社を立ち上げて、そこに再雇用を

するというような形になっております。いずれ企業の

経済活動というのは、景況にも左右されるわけであり

ますけれども、他の要因によっても縮小、撤退という

こと、あるいは廃業ということもあり得るものであり

ます。そうした個々の事例に即応しながら、地域の雇

用を守ると、こういったことをしっかりやっていくこ

とこそが肝要であるというふうにとらえておりまして、

倒産をしたから、それを数字だけをもって是非を論ず

るべきではないのではないかと、このように考えてお

りますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  ５番木ノ下祐治君。 

○５番（木ノ下祐治君）  もっと本当は火葬場をやり

たいんですが、先ほどの市長の答弁に対して私も一言

言わないといけないでしょうから。仄聞の部分もあり

ますので、もしかすると市長の言うとおりかもしれま

せんが、私も仄聞ですので、そうだとは言えない部分

もはっきり断言できない部分もありますので。仄聞で

すので、そこは市長の答弁を信じる以外にないと。そ

ういうことでございますので、この問題はこの辺にし

ときたいと思いますが。 

 いずれにしても我が北野の部落が全員が賛成してい

るわけではございません。半分くらいは正直反対なん

ですよ。ですから、地域住民の反対もかなりあるんだ

ということをご理解していただきたい。そういうこと

で火葬場のほうの質問は終わらせていただきますけれ

ども、いずれにしても時間がないようですので、困り

ましたな。 

 じゃあ、菌床シイタケのほうに入らしていただきま

す。菌床シイタケはいわゆる久慈地域がいわゆる久慈

の総合支所といいますか、農協で大体農協取り扱いが

３億円ぐらいなようですが。実際の取扱量、実際の久

慈地域の水揚げはその倍ぐらいと。と申しますのは、

部長もある程度は把握していると思うんですが、越戸

きのこ園とか宇部の生産組合、名前まではっきりわか

りませんが、それ大体倍ぐらいあると。そうですよね。

大体６億円近い水揚げがある。 

 ただ、先ほどもいわゆる平均単価が10円ほど安くな

っていると言っておりましたけれども、平均単価はそ

うなんですが、夏場のその単価が物すごいもう暴落し

てきてると。ところが、それでもやはり菌床シイタケ

というのは魅力がまだあるようでございまして、本年

もまだ何人かの方が参入したいということのようでご

ざいますが。その今後の見通しについて、時間があり

ませんので、もっともっと言いたいことは山ほどあっ

たんですが、この辺で終わらせていただきます。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  火葬場について、再度のお尋

ねがありました。いずれ地域の方々には丁寧に、丁寧

に説明を申し上げながら、理解を得る努力を継続中で

あると伺っております。住民の方々はもちろんであり

ますけれども、それぞれの町内会長さん等をはじめと

する役員の方々、また議員もご出席いただいたと考え

ておりますが、関係する議員の方々等々、本当に丁寧

に進めていると伺っております。いずれご指摘をいた

だいた点については、先ほども申し上げたとおり、広

域連合のほうにしっかりとお伝えをしてまいります。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  菌床シイタケについて

再質問をいただきました。お答えを申し上げます。 

 簡潔に言いますと、今後の生産者の見込みというこ

とでございました。現在、２名の方が新規参入するこ

とで、ただいま研修なさっております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ３番上山昭彦君。 

○３番（上山昭彦君）  それでは、木ノ下議員の質問

に関連いたしましてご質問させていただきます。 

 まず、質問項目の13番目の(2)と14番目の(3)、この

２点について関連質問させていただきます。 

 一つ目は13番目の産業振興についての(2)産業の活
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性化についてでございますが、ご答弁によりますと、

現在の経済状況が必ずしも良好と言えない時期におき

まして、縫製業、木材業等中心にさまざまな施策が行

われているようでございます。市内各産業の発展と事

業に携わる事業者の活性化に寄与しているものと大変

歓迎いたします。 

 今後も１次産業から含めてすべての市内産業が発展

していくためにも、事業者が利用しやすく、効果的な

施策を考えていただきたいものと思います。 

 そこで、一つ提案がございます。市独自の技能功労

者表彰制度を制定してはいかがでしょうか。国におい

ては、大きくてあれなんですけども、現代の名工とし

て卓越した技能者を表彰することにより、広く技能尊

重を浸透させ、技能者の水準の向上を図るとともに、

これからの産業を支える青少年が誇りと希望を持って

技能労働者となり、その職業に精進する気運を高める

ことを目的としているようであります。 

 また、県内でも盛岡市が制定しておりまして、技能

者の地位の向上を図るために、２年に１回、優れた技

能を持って市の産業の発展に功労のあった技能者・技

術者を表彰しているようでございます。 

 当市におきましても、金銭的に有利な融資制度はも

ちろんではございますけれども、精神的な部分で仕事

の糧となり得るような技能功労者表彰制度を考えてい

ただきたいのですけれども、その辺のご所見をお伺い

したいと思います。 

 二つ目は、質問項目の14番目の土木行政についての

(3)市道上長内日吉町線の歩道設置についてでござい

ます。先ほどご答弁いただきました内容、本年度の事

業計画、用地の取得、進捗状況わかりました。 

 この市道は長内中学校の移転や車両の通行量の増大

によりまして、久慈市の予算が少ない中で、20年度よ

り測量調査着手していただきまして、21年度には先ほ

どのご答弁にもありましたように、一部ではあります

けれども、ちょっと歩道の整備も、舗装もされてはお

りませんが、工事に着手していただいたことは地域住

民や通学する児童・生徒に大変な安心をもたらしたも

のと、これも感謝申し上げます。 

 しかし、 も人と車が集中する長内中学校の校門付

近、ここの辺はまだほとんど手つかずの状況でござい

ます。生徒の集中する時間帯には通勤の時間も重なり

まして、危険度が増しております。学校の指導や生徒

自身の注意などによりまして、中学校移転後において

は、車両による事故は一部発生しておるようではござ

いますが、幸いにも学校付近での大きな人身事故は発

生していないものと思っております。 

 現在の道路状況を考えると、いつ子どもたちが事故

に巻き込まれるか、不安な状況でもございます。この

ような理由から、次の整備箇所はやはり校門の周辺部

分の歩道設置と考えていますが、その辺を具体的にご

所見をお伺いしたいと思います。 

 また、用地取得に関して、57名中19名ということで、

ちょうど３分の１になりますか、これは19名が契約に

至ったということで理解してよろしいのでしょうか。 

 以上、２点をお伺いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  技能功労者表彰を創設しては

どうかと、こういったご提言であります。ご質問の中

にもありましたとおり、技能士会いわゆる認定を受け

た、一定の技術を持った方々、技能士として認定をさ

れる仕組みがございます。 

 岩手県においては、この認定制度並びに表彰制度を

設けています。実は私自身、県議会議員に席を置いて

いたころ、この技能士会の顧問もやっていた関係から、

そういった内容については承知いたしているとこであ

りますが、残念ながらご指摘のとおり、市独自のこの

技能功労といったものに限っての表彰は現在行ってい

ない状況であります。市民大会等で安全でありますと

か、防犯あるいは教育、そういった分野に対する表彰

等は行っているとこでありますけれども、こういった

技能功労といった点については、現時点で思いが至っ

ておりませんでした。ご提言を受けて、どのような形

でできるのか、その可能性について現時点では研究を

させていただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  上長内日吉町線の歩道設置

の件でご質問いただきました。確かに整備が進むにつ

れて、線形が修正されまして、学校の校舎近辺、車の

通行量も多くなっております。そういった点では事故

等々の関係も懸念されますが、いずれこのことにつき

ましては警察当局とかそういった部分でも安全に配慮

してまいりたいというふうに思っております。 

 校門周辺の整備ということでありますけれども、い

ずれ私どもとすれば、用地の確保ができ次第、そこか
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ら優先してやりたいというふうに思っております。今

年度は先ほど市長からもご答弁申し上げましたように、

幸橋に向けての延伸、それから日吉町バス停付近の路

面排水不良箇所、これらを中心に整備をしてまいりた

いというふうに思っております。 

 それから、地権者の関係でございますけれども、現

在19名の方と契約が結ばれております。今、市長から

もご答弁申し上げましたように、今後とも鋭意その地

権者との交渉については努力してまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  ３番上山昭彦君。 

○３番（上山昭彦君）  技能功労者については研究し

ていただくということで今後期待させていただきたい

と思っております。 

 上長内日吉町線の歩道のほうですけれども、幸橋に

向けて延伸ということは、今現在できた歩道のとこか

ら幸橋に向けてということで理解してよろしいでしょ

うか。その辺をお聞かせください。 

 それでは、次に質問項目の13番目の産業振興につい

ての(3)と(4)、この二つに関連して質問させていただ

きます。 

 一つ目に(3)の久慈秋まつりについてでございます

けれども、テレビの中継予定やキャンペーンなど本年

度の秋まつりにおきましても、誘客活動が十分に行わ

れているものと安心いたしました。 

 ご答弁いただきましたように、昨年度におきまして

は県内の民放がお通りの際に生中継の番組を編成して

いただきました。テレビで得た情報によりまして、お

還りの際には、いつも以上に多くの観光客が久慈へお

越しいただいたものと思っております。 

 本年度の秋まつりも２週間後に迫っております。各

組が制作の追い込みに入っていると思われますが、制

作段階での苦労話なども含め、今後もさまざまなメデ

ィアへ発信して、前夜祭からより多くの方々に久慈秋

まつりをお楽しみいただくような誘客方法をさらに２

週間ではございますが考えていただきたいと思います。 

 ここ何年かはバスや鉄道などでツアーを組み込まれ

た方々も結構お越しのようでございます。全山車組が

手づくりとなりまして、本当にけんらん豪華な久慈の

秋まつりをゆっくりと桟敷席で見てほしいなと。そろ

そろ久慈の秋まつりでも桟敷席を設置してみてはよろ

しいのではないかと思います。場所の設定など大変難

しいものとは思いますけれども、実行委員会の信用に

も寄与いたしますし、観光客等へのよりサービスの充

実が図れるものと考えますが、その辺のご所見をお伺

いしたいと思います。 

 二つ目は、(4)巽山公園と市民の森についてでござ

います。ご答弁いただきました計画によりますと、巽

山公園市民の森は、憩いの空間として整備していただ

くということで理解いたしました。 

 しかし、さらに付加価値を加えた計画をつくりまし

て、より久慈らしい整備を行えたらと思うのですけれ

ども。登壇者の質問にもありましたが、巽山公園とそ

れに続く市民の森は、中心市街地からほど近くて、久

慈市中心市街地活性化基本計画により整備された県立

病院跡地の駐車場に隣接しており、市民だけではなく、

道の駅くじ・やませ土風館を訪れた観光客の方々にも

足をお運びいただきやすい、地理的に好条件な場所と

考えております。 

 そこで、エリカシーランドについては以前にもお話

ししましたが、７月に久慈商工会議所が中心となり設

立いたしましたツツジを活用し、安らぎと活気みなぎ

る快適なまちづくりを推進するためのエリカシーラン

ド推進協議会、この会の事業に協賛する形でもよろし

いかと思いますけれども。多くの人々から久慈へお越

しいただくためにも、ツツジをたくさん植樹しまして、

例えば巽山ツツジ公園でもよろしいでしょうし、市民

の森ツツジ公園でもよろしいでしょう。そうなるよう

な整備を進めることをご提案申し上げたいと思います。

せっかく市民や商工業者、中にツツジを久慈の一つの

イメージとするようなエリカシーランドづくりの気運

が現在高まっております。その中で巽山公園と市民の

森へ、ツツジの植樹事業を進めることが重要なことだ

と思いますが、考えをお聞かせいただきたいと思いま

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

から秋まつりのＰＲについて、あるいは取り組みにつ

いてのご質問にお答えをしたいと思います。 

 議員のほうからお話ありましたように、あるいは先

ほど市長のほうからもご答弁申し上げました。本年度

も民放による放送、生中継もありますし、また先日行
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われた盛岡でのイベントの際にも山車組に行っていた

だいてＰＲをしたというような事業もしております。 

 さらには昨年度、今年度と、ツアー造成費というも

のを予算化させていただいておりまして、この秋まつ

りへの誘客ツアーというものも企業のほうに、観光会

社のほうに依頼をいたしております。そういった形で

の誘客も図っているところでございます。 

 また、桟敷席のお話もございました。今年度は 終

的にはいわゆるメーンの通りの部分に、いわゆる皆さ

んが見ていただけるような場所をつくろうということ

で、これまでいわゆる夜店といいますか、そういった

形を出しておいたところ、八日町、十八日町でありま

すけれども、そういったところをことしは、いわゆる

駅前通り商店街のほうに、さらには市日通り、そして

中の橋の通りのほう、さらには土風館前という形で、

夜店のほうを移動していただく。そのことによって、

メーンストリートでは観光客の皆さん、あるいは市民

の皆さんに十分にこの豪華けんらんな山車等を見てい

ただくという形をとるような形にことしは設定をして

ございます。また、そして桟敷席も用意しようという

ことで、今現在取り組んでいる 中でございます。そ

ういった形で進めてまいりたいと思っております。 

 また、伴って当然でありますけれども、通行の部分

も全面通行止めということでＪＲさんのほうにもお願

い申し上げ、ご理解をいただき、時間帯によって通行

止めをさせていただくということで、まさに車の通ら

ない場面での山車運行ができる状況に関係機関等、警

察署あるいはＪＲさん等ともご理解をいただいて進め

るという形で今年度の秋まつりを運行してまいりたい

と、このように考えております。 

 以上であります。 

○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）  巽山公園の周辺整備

の関係で、エリカシーランドの推進協議会等の例を引

いてのご質問ちょうだいいたしましたので、私のほう

からお答えしたいと思います。 

 実は、旧久慈市、旧山形村にとっても、ツツジとい

う面ではお互いの花ということで継承してまいった経

緯もございますし、市民にとってもなじみのある花だ

というふうにとらえております。 

 これにつきましては、商工会議所さん中心になりま

して、平成10年代等についてから取り組んでおられて、

基本構想等もまとめられておるようでございます。こ

れについては、地域コミュニティ振興事業等の助成等

も考えながら、まちづくりの中に位置づけて対応して

まいりたいというふうに考えておりますのでご了解い

ただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  先ほど上長内日吉町線の歩

道の工事の件でご質問いただきましたが、いずれも今

年度、21年度繰越事業、それから22年度の事業、この

事業でもって校門から西側、それから東側、双方に向

けての事業を展開しようとしております。 

 先ほど申し上げましたとおり、用地の買収が決まっ

たところ、そしてある程度一定の区間のまとまった区

間、そういったところ等優先しながら事業を進めてま

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）  ３番上山昭彦君。 

○３番（上山昭彦君）  後に少し、先ほどのお祭り

のことで、テレビ中継が予定されているということで

すが、もし差し支えなければ、どの局かお聞かせいた

だければよろしいかと思います。 

 もう一つ、全面通行止めということのようですけれ

ども、時間帯が、山車が通る時間帯全部の時間帯なの

か、その辺をお聞かせいただければと思います。 

○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、秋まつり

についてテレビ放映の部分でありますけれども、昨年

度と同じごきげんテレビというふうに観光物産協会の

ほうからも、実行委員会のほうから伺っております。 

 さらには、お祭りの時間帯、その時間帯が全面通行

止めということになります。 

○議長（宮澤憲司君）  ４番泉川博明君。 

○４番（泉川博明君）  木ノ下議員の一般質問に関連

いたしまして何点か質問させていただきます。 

 まず初めに、質問項目の９番、児童虐待についてで

ございますが、大阪市で幼児２人を部屋に置き去りに

し、殺害したとして母親が逮捕された事件は、まだ皆

さんにも記憶に新しいことだと思います。このほかに

も児童虐待を受け、死亡していると警察では把握して

いるようで、何とも痛ましいことだと感じているとこ

ろでございます。 

 子どもの命は大変大切でございます。全国的に出生
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率が上向かず、少子化が問題となっている今日、まさ

に子どもは国の宝といっても過言ではありません。死

亡虐待事件にかかわらず、児童虐待防止に向け、市民

が一丸となり取り組むべきと思います。 

 お尋ねいたしますが、虐待の疑いがあるとの通告を

受けてから48時間以内に子どもの安否を児童相談所の

職員が実際に目で見て確実に把握するよう、全国の自

治体に改めて通告したと報道されましたが、当市とし

ての体制は整っているのかお伺いをいたします。 

 次に、質問項目12の(2)、漁業集落環境整備事業の

進捗状況についてでございます。進捗状況については、

先ほどの木ノ下議員に対しての答弁でおわかりになり

ましたが、小袖地区の整備について若干お尋ねいたし

ます。 

 この地区は、集落排水整備事業と平行して、集落道

の整備を行っているわけでございますが、空き家など

を解体し、道路を延長しなければならない箇所がある

と地区民の方々からお聞きいたしているところでござ

います。何といっても、やはり快適な生活環境の実現

への整備を漁民の皆さんも首を長くして待ち望んでる

ことと思います。 

 そこで、お尋ねいたしますが、予定工期内にこの整

備が完了なされるのか。また、あわせて館石地区の本

年度の整備計画についてもお伺いいたします。 

 ３点目は質問項目の13、(1)地産地消の推進につい

てでございますが、市長の答弁のとおり、地産地消は

生産者の顔が見えるため、安全で安心な農林水産物が

食べられ、地域経済の活性化にもつながり、輸送にか

かるコストなどが減るため、家計にも環境にも優しい

取り組みと言われております。 

 旬の時期の地産地消については、産直及び学校給食

で広がっておりますが、通年の食材利用については今

後の課題であろうかと思います。 

 県の地場産物安定供給検討委員会は、本年度から県

産野菜を冷凍加工し、学校給食に通年供給するという

取り組みを始めると新聞に掲載されましたが、当市と

しての今後の取り組みについてお伺いをいたします。 

○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、ご質問の

ありました児童虐待防止についてお答え申し上げます。 

 議員がご質問の中でおっしゃられておりましたよう

に、48時間以内に対応するということ、安全の確認を

するということが定められております。そして、平成

17年の４月から市町村もその窓口になるということで

ございまして、議員の質問にありましたとおり、市は

どういうふうな体制をとっているかということでござ

いますが、これにつきましては通報いただく、そして

通報いただきますと、その確認をすると。確認をして

児相にさらに通知をするという流れがございます。そ

れを職員がいる日中の場合、それから職員がいない土

曜、日曜日の場合、それから夜間という形の三つの体

制の中で連絡網をつくりながら対応しているところで

ございます。 

 児童の虐待につきましては、まず親や監護する方へ

の啓発や研修という意識が大事でございますが、 小

限に尊い命を失うことがないように、 小限の被害に

するためにも早期の発見ということと、実態の把握を

速やかに行うという形、そして児童相談所において安

全の確認をするという基本的な姿勢でもって取り組ん

でいるところでございます。 

○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）  小袖地区の集落環境に

ついてお答えを申し上げます。空き家がある１号集落

道、その進捗状況でございますが、家屋補償１件ござ

いますけども、工期内に完成させてまいりたいと考え

てございます。それと、館石地区の集落道でございま

すけども、７号集落道は今年度完成予定でございます。

また、８号集落道につきましては、平成23年度着手し、

平成24年度完成予定として進めてまいりたい、そのよ

うに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  大変失礼をいたしまし

た。地産地消の関係で、野菜等冷凍加工して供給でき

ないかということのご質問でございます。それについ

てはただいまその方向に向けて研究をいたしておると

ころでございまして、どうしても通年出荷するために

は、そういう加工技術をもって供給しなければならな

いのが大切だと思ってございます。そのように進める

よう努力してまいりたいと、そのように考えてござい

ます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ４番泉川博明君。 

○４番（泉川博明君）  漁業集落環境整備事業につい
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てお尋ねいたしますけども、この１号集落道というこ

となんですが、確かに私も現地に行ってみました。い

つやるのかなあと言ってましたんだけれども、そろそ

ろ工事も始まると思うんですが、早い時期にこの空き

室というか、倉庫といいますか、解体をして、１日で

も早く整備に入れればいいのかなあと思いますので、

努力のほうをよろしくお願いします。 

 以上で質問を終わります。 

○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）  ただいまの１号集落道、

議員が現場を見ていただいてるということでございま

すので、状況は把握なされていると思いますけども、

あそこ非常に困難な場所といいますか、曲がりくねっ

た大変な場所と私もとらえてございます。鋭意努力し

てまいります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  12番澤里富雄君。 

○12番（澤里富雄君）  木ノ下議員の質問に関連して

何点かお伺いいたします。 

 質問項目の４番ですけども、ゲリラ豪雨対策につい

てであります。 

 このゲリラ豪雨は自然災害でありまして、判断が非

常に難しいわけですけども、先般、北海道あるいは県

内では岩手町のゲリラ豪雨が記憶に新しいわけですけ

ども、この避難勧告を出していない、あるいは遅れた

ことによって孤立する、被害が出ておりますけども。

先ほどの答弁で気象庁の情報を参考にするとありまし

たけども、特にこのゲリラ豪雨の場合には、降ってい

る場所とその周辺では大きな違いがあるわけですけど

も、その場合この住民ですけども、ゲリラ豪雨は想定

外でありますので、自分のところには起こらないとい

う、何となく安易な意識があるわけですけども。住民

を守るためにも行政は空振りをする批判を恐れずに、

早めに避難勧告を出すべきと思いますけども、当市の

この避難勧告発令基準の考えについてお伺いをいたし

ます。 

 それから、質問項目の10番ですけども、福祉行政の

(1)の老老介護の実態と対策についてでありますけど

も、先ほどの答弁で65歳以上の老老介護の実態が170

世帯あるということであります。これを専門員やある

いは民生委員で対応しているということでありますが、

この170世帯というのは傾向として増加しているのか

どうか、どのようにとらえているのかが１点。 

 それから、高齢者の見守り役として期待されている

民生委員ですか、この民生委員は昨今は高齢者はもち

ろん、障害者あるいは生活保護家庭の訪問や相談等、

それから 近ではこの児童虐待とか、こういったひき

こもりとか、専門機関との連携をするなど、非常に複

雑、広範囲にわたっております。さらには、2005年で

すか、個人情報保護法、こういったのが施行されて以

来、民生委員の仕事が非常にやりにくくなっていると

いうことをよく聞きますが。 

 そこで、久慈市のこの場合、民生委員１人当たり、

担当件数は何世帯ぐらいになっているのかをお伺いし

たいと思います。そして、その担当件数は果たしてベ

ストなのかどうか、お伺いをいたします。 

 それから、質問項目の11番ですけども、菌床シイタ

ケの価格の下落に関ってお伺いをしたいと思います。

先ほどの答弁では、下落の要因は消費の減少が原因だ

ろうという答弁でございました。 

 先般、産業経済委員会の所管事項調査において、長

野県の中野市、これは人口が４万7,000ぐらいで、久

慈市と大体似たような人口の市でありましたけども、

ここのキノコ培養センターを視察しましたけども、中

野市は菌床のエノキダケの生産が日本一で、今ではエ

ノキダケじゃなく、菌床によりエリンギやブナシメジ、

こういったキノコの種類をふやして生産をして、売り

上げが40数億円あり、400人の従業員、この400人もし

かも現地を見ましたけども、20代前半の若い男女の

方々がほとんどであります。こういったセンターが市

内にしかも７カ所あるという先進地でありました。 

 このようなことから久慈地区においても、この価格

の下落が心配されます菌床シイタケのみならず、この

他品種といいますか、他品種のキノコの培養も研究す

べきと思いますが、考えをお伺いいたします。 

 とりあえず以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからゲリラ豪雨

についてご答弁申し上げたいと思います。 

 去る７月９日の水防訓練に澤里議員もご出席いただ

きましたけれども、いずれ水防に関しましては今後力

入れていきたいと思っております。 

 ご指摘のとおり、ゲリラ豪雨につきましては、気象

予報士でも非常に予測が困難だということになってお
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ります。また、その規模におきましても、いわゆる大

規模な豪雨でありますと、ある程度の動きからわかる

んですけれども、本当につい近くは晴れてて、その部

分だけ降ってるというふうな都市型のゲリラ豪雨、こ

れらも 近温暖化に伴って非常に増えているというの

が気象庁のデータでも報告されているところでござい

ます。 

 つきまして、しからずんば議員のご指摘は、いずれ

空振りを恐れずに、いずれできるだけ情報を流せと、

そういうふうなことでございましたし、私どももそう

思っております。いずれ危険だと思われましたらば、

できるだけ情報については流して、防災無線等通じま

して流していきたいと、そういうふうには考えており

ますけれども、繰り返しになりますが、気象予報士で

さえも一部本当に局部的なゲリラ豪雨につきましては

非常に難しいと。しからずんばということで、いずれ

消防団等と連携いたしまして、いずれほんとの局部に

つきましては一時的な土のうとか、水防訓練の積み重

ねによりまして、一時的なそういうふうな対策もやら

ざるを得ないだろうと、そういうふうに考えておりま

す。 

 いずれ勧告を出す基準と申しますのは、河川等につ

きましては何メーターとか、そういうふうな基準を各

河川ごとに私ども決めております。しかしながら、こ

のゲリラ豪雨につきましては、今まで述べましたよう

に、その場その場で極力適切な対応で対応してまいり

たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、ご質問い

ただきました老老介護と民生児童委員等についてでお

答え申し上げます。 

 老老介護の実態につきましては、各年毎年の統計と

いうものがございません。そのことによりまして、実

態がどうなっているかということについては、ここで

は数値をもって十分なお答えができないところではご

ざいますが、先ほど市長のほうから答弁申し上げまし

た約170世帯、173実数ではございますが、その中で状

況的に見ますと、８割が要介護世帯になっております。

そして２割が要支援世帯という状況にございます。こ

れらの部分を見ていきますと、いわゆる高齢化という

状況に伴いまして、年々増えているのではないかとい

うふうに思料しているところでございます。 

 ことしは全地区というわけではございませんが、高

齢者の実態調査もするということにしておりますので、

その把握、そしてできるだけその介護の支援に努めて

まいりたいというふうに考えております。 

 それから、民生委員の担当している件数等について

でございますが、相談そのものだけで申し上げますと、

トータルで各種の相談合わせて、全相談員が7,446件

の相談をしていただいて受けております。これを全部

の相談員に分けて平均しますと、62.3件のお１人当た

りという相談件数になります。ただ、これは相談とし

て受けたものでございまして、それ以外に日ごろの見

守り、そして声かけ、さまざまな活動をしていただい

ております。それらを含めると、民生児童委員のご活

動というものは大変なものがあると、ご苦労いただい

ているというふうに思い、感謝申し上げているところ

でございます。 

 今後におきましても、地域の中で地域福祉計画の中

で定めておりますように、地域福祉コミュニティをつ

くるということで、民生委員の皆さん、地域の皆さん

と連携しながら、人と人がつながり合う地域社会づく

りに向けて努めてまいりたいというふうに考えており

ますので、ご理解をお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  菌床シイタケに関って、

他品種に取り組むべきではないかというお話でござい

ました。市においても、現在マイタケとかシメジに取

り組んでいただいている方がございます。その成果の

検証を踏まえながら可能性を探ってまいりたいと、そ

のように思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  12番澤里富雄君。 

○12番（澤里富雄君）  ありがとうございます。この

老老介護の件ですけども、これはやっぱり民生委員に

だけ、いや、あるいは行政だけに頼ることなく、先ほ

どもちょっと話がありましたけども、町内会あるいは

部落会、こういった形で人とのつながりをつくる地域

社会づくりにも、それをつくることも考えるべきだと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それで、あと２件、教育行政についてお伺いしたい

と思います。久慈小学校の改築についてでありますけ

ども、先ほどの答弁で設計段階に入っているというこ
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とで、設計はプロポーザル方式で、９月中旬ごろに決

定をしたいということでありますが、この設計業者の

入札ですけども、これは市内あるいは県内、県外、ど

の業者を予定しているのかというのが１点目。 

 それから、２点目ですけども、このことは前にも申

し上げましたけども、校庭ですけども、子どもたちの

けがの防止のため、あるいは安全性に配慮をし、校庭

全面でなくてもサッカー競技ができるような面積だけ

でもこの芝生化をして、市内には１校もないわけです。

芝生化の施設というのはないわけですけども、この芝

生化をしモデルケースとすべきと思いますが、こうい

ったこの改築の時期がいいチャンスだと思いますので、

考えをお伺いしたいと思います。 

 それから、(2)のほうの少子化に伴う中学校のクラ

ブ活動についてであります。希望持って中学校に進ん

だが、しかし好きな運動クラブがないということは、

子どもたちにとっては小学校にはクラブというのがな

いわけで、中学校に行って初めてクラブ活動というの

があるわけですけども、希望持って行ったところが運

動クラブがないということは、非常に子どもたちにと

って不幸なことであります。 

 先ほどは、クラブの少人数化はあるが、クラブ数の

減少がないというような答弁だったように私は受けと

めましたけども、県教委のまとめですけど、 近10カ

年で減少した部がバレーボール、バスケットボール、

卓球の順で減ってると。特にもこの何ていうか、地方、

地方というよりも生徒数の少ない地方がクラブそのも

のが減ってるということ。 

 私、仄聞するとこによると、現実に宇部中学校でも

近はバレーボールあるいは卓球部がなくなってるよ

うな状況にありますけども。いわゆる好きなスポーツ

ができないということは、将来この久慈市の競技力の

低下にもつながる心配があるわけですけども、再度こ

のクラブの状況についてお伺いいたします。 

○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）  老老介護について、

ご提言、ご提案をいただきました。まさしくそのとお

り。先ほど私も申し上げましたが、地域福祉計画の中

でふれあいサロン等の開設等進めているところでござ

いますし、その開設箇所を増やすということによって

高齢者の閉じこもり等の解消につなげていきたいとい

うふうに考えております。 

 それから、民生委員だけに頼らないということで、

地域ぐるみ、また行政が一体となった支援に努めてい

きたいというふうに考えておりますのでご了承願いま

す。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  私のほうから、クラブの件

についてお答え申し上げますが、先ほどご答弁申し上

げたとおりでございますけども、例えばソフトテニス

については、やはり生徒の数が少なくなってきたとい

うふうなことで。例えば中体連の参加ができなかった

といったようなこともあったようですね。あるいはバ

レーボールの女子にもそういった現象があるところで

ございます。個々の学校ごとの各種目別のクラブ、こ

れについては実は資料を持ち合わせてございませんの

で、ご勘弁いただきたいんですけども。 

 議員おっしゃるように、確かに中学校に入っていっ

て初めて学校でのクラブ活動に参加できるといったこ

とで、さまざまな期待を持って入られてくる生徒が多

いわけでございますが、学校でのクラブ活動のクラブ

は、子どもたちの希望あるいは先生たち等からも意見

聞いたりなんかで、校長が決めていくことになるわけ

でございますが、そういった中で子どもたちのクラブ、

果たしてどういったものが必要とされているのか、ど

ういったものを運動したいというふうに言っているの

かということ、しっかりと校長先生のところでもって

把握をしながらそのクラブ活動を進めていくというふ

うなことが必要だと思ってます。 

 それから、もう一つは運動をする技術的な部分の話

になるわけでございますが、もう一方では、総合型地

域スポーツクラブ、これらの推進も図っているとこで

ございまして、個々の学校ではできないスポーツ、こ

れについてはそれを行いたい子どもたちを集めて、総

合型のその地域スポーツクラブでの対応といったこと

も今後必要になってくるだろうというふうに、さらに

力を入れていかなきゃならない部分だというふうに思

ってるところでございます。これは地域の指導者の部

分も必要になってくるわけでございますが、社会体育、

それから社会教育、それから学校教育、これらの中で

今後もさまざまな検討をしてまいらなければならない

というふうに考えてございますので、ご理解賜りたい

と思います。 

 以上です。 
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○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  私のほうから久慈小学校

についての校庭の芝生化といいますか、ということの

質問にお答えいたします。 

 教育長からもお答えいたしましたとおり、現在のプ

ロポーザル方式で設計業者を決定しようとしている段

階でございまして、その業者が決まりましたら、その

業者とどういったものが可能か、あるいは予算の範囲

で、例えば芝生化についても安全面、確かに議員おっ

しゃいますように、けが等の安全面も大切でございま

すし、そういった面からも設計業者で検討するわけで

すけれども、議員おっしゃるサッカーの競技ですね、

できる部分だけでも芝生化ということでございます。 

 芝生化につきましては、やはり維持管理といいます

か、が大変だというふうに伺っておりますので、その

辺も運営費なりを検討してみたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、私のほうからは

久慈小学校のそのプロポーザルの、業者の市内業者、

それから県外業者に関ってのご質問にお答えしたいと

思いますが。選定に関っては市内８社、それから県外

といいますか、久慈市外を５社ということで、13社の

業者に選考、選考といいますか、プロポーザルの提出

をお願いしておりますが、今現在その辞退をしている

方々も今ございます。 終的に何社になるかというこ

とはまだはっきりしておりませんけれども、いずれ当

初の選定では13社の業者にお願いをしているところで

あります。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君）  それでは、木ノ下議員の質問

に関連しまして何点か質問します。 

 10番の買い物難民の実態についてです。久慈の実態

がどうなってるかというのは、答弁で私も聞き漏らし

たのかどうかわかりませんけども、実態がいまいちわ

からなかったと。全国的な部分に関しての答弁だった

のかなというふうに思われます。 

 買い物難民というのをよくこのごろ聞くような形に

なりましたけども、これはやっぱり高齢化社会とか過

疎化の問題が、私は非常に大きいのかなというふうに

思われます。 

 市民バスの運行等も久慈市ではやっておりますけど

も、ただ単に市民バス運行といっても、それのバスに

乗って買い物に来る人が山間部にいればいるほど、僻

地にいればいるほど、市民バスに乗るのさえ大変だと

いう形もあります。やはりこれは中心市街地でもそう

ですし、今シャッター通りが非常に増えてます。とい

うことは、そこに住んでおられる高齢者の方といいま

すか、そういった方々は、じゃあ普段の買い物はどこ

でやるんだろうということになります。郊外の大型店

に行くしかなくなります。やはりそうなると車が必要

になりますし、やはりそういった部分での何らかの手

当てをやはり行政としても考えていかなければならな

い時期じゃないのかなというふうに思いますので、考

えをお聞かせください。 

 次に、海産物の管理について。もちろん海産物、衛

生面、非常にしっかりやってるというふうな答弁でご

ざいましたけども、品質の管理じゃなくて、その物の

管理。要は水揚げが何トン揚がったと。じゃあその何

トンが揚がったのが、適正に物品は管理されてるかど

うか。品質管理じゃなく、数が管理されてるかどうか

ということですね、含めてお尋ねします。私もあんま

り内容はよくわかりませんけど、品質の管理はもちろ

ん大事なんですけども、その数の管理というのもまた

非常に大事じゃないかなというふうに思いますのでお

尋ねします。 

 あとは漁業集落排水事業、これ桑畑地区、小袖地区、

いろいろやっておりますけども。例えば小袖地区でも

そうですし、どこの地区でもそうです。安全面、防災

面を考えながらの漁業集落排水を一緒にやるというこ

ともうたっておりますので、やはり地域によっては危

険な箇所、水が出て危険な箇所とかいろいろあります

けども、そういう部分も含めながら、抜本的な漁業集

落排水の事業を行っていくのが必要じゃないかなとい

うふうに思います。 

 なぜかといいますと、例えば水害災害があれば土木

のほうで対応になりますし、そうじゃなければ漁業集

落のほうでの対応と。やっぱりばらばらの対応になっ

てしまいますと、一体的な地域の発展というのはなか

なかこれは進まないものだというふうに思いますので、

一体的な考え方での漁業集落排水事業等の進め方につ

いての考えをお聞かせください。 
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 あとは、地産地消の推進についてでございますけど

も、野菜等冷凍化してこれからやっていきたいという

ことでございます。この間、私、テレビをちらっと見

てたら、鮮度を保ったまま冷凍する今技術が出てるそ

うです。全く品質を落とさないで。やはりそういうふ

うないい機械というかな、進歩をしておりますので、

やはり久慈市でもそういった部分を積極的に取り入れ

て、予算もかかりますけれども、積極的にやはり取り

入れながら、鮮度を保った冷凍食品等も検討していく

必要があるのかなというふうに思いますので回答をお

願いいたします。 

 あとは、土木の新築町の雨水排水対策、これはきの

う来、いろんな方面からも意見等も出てますし、また

新築町だけじゃなくても、いろんな各地でもこういう

問題が出ております。全体的な中での取り組みという

のはわかります。ただ、全体的な取り組みといいまし

ても、何年後になるかわからないということになりま

す。雨は何年後なるかわからないわけじゃなくて、あ

した降るかもしれませんし、きょう降るかもしれませ

ん。やはりそういうふうな部分を考えれば、お金をか

けるんじゃなくて、例えば今ある既存の、例えばなん

ですけども、ポンプでもいいだろうし、消防車のポン

プだろうが、違う意味でのポンプを各町内会に預けと

いて、町内会で責任を持ってその都度排水させていた

だくというふうな形も、考えようによっては私はいい

のかなというふうに思いますし、使ってない水路、使

われてない水路といいますか、普段水が流れてない、

雨が降ったとき何でこの側溝ばっかり流れて、この大

きい水路が全く水が流れてないんだというふうなこと

もありますので、やはりそういった部分をもうちょっ

と検討していただきながら、有効利用できるような形

というのも必要ではないのかなというふうに思います

ので、考えをお聞かせください。 

 次、少子化の中学校のクラブ活動なんですけども、

今るる答弁ありましたし、澤里議員も話をしましたけ

れども。私も柔道をやってる関係で見てますと、もう

団体戦に出れないと。クラブがあっても。そういう中

学校もありますし、もちろんもう柔道のクラブ自体が

ない中学校等もあります。で、高校を見てもそうなん

ですけども、高校でもやはりそういった学校も出てき

ております。少子化によって、いろんなクラブ活動と

いうかな、そういうふうな部分に関しては影響が出て

きておりますので、やはり基本的な部分からもうちょ

っと全体的にじゃあどうしたらいいのかということを、

学校を含めながら、父兄も含めながら、話し合いをし

ながら検討していく部分が私は必要じゃないかなとい

うふうに思いますけども、考えをお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、ご質問い

ただきました買い物難民についてご答弁を申し上げま

す。 

 先ほど市長のほうから申し上げました数値、全国で

600万人程度と推計されるという数値でございますが、

これは経産省のほうで推計した部分でございまして、

その根拠が実は全国の60歳以上の男女3,000人にアン

ケートをしたところ、16.6％の方が不便であるという

回答を得たということから、60歳以上の高齢者3,717

万人に掛けて600万という数値を出しているところで

はございます。これは経産省が公表した数値でありま

すが、私個人的にはこの数値をもって全国すべてのと

ころの状況を把握できるものではないだろうというふ

うに思っております。地域性とか、それから地域の置

かれてる利便性みたいなもの、そして人口の構成とか

いろいろございます。そういうことで、国のアンケー

トの16.6という数値をもって、久慈市でその推計をす

ることは余り意味がないのではないかというふうに思

っております。ただ、流通機能や交通網の弱体化とい

いますか、そういうことによって買い物をしづらくな

っている方が当市の中にももちろんいるということは

認識しております。ただ、今後におきましては、その

実態の把握に努めていかなければならないというふう

に思っております。 

 また、市長のほうからもご答弁申し上げましたよう

に、種々の支援方法も現在あるわけですが、それらを

どれだけ利用されているのかということも加えて把握

に努めたいというふうに考えております。 

 今後の対策を考える場合にですが、民間事業者の移

動販売という部分や商店の開店というような状況だけ

では解決できる問題ではございません。議員ご質問に

ありましたように、交通網や交通機関の整備というも

のも出てきますでしょうし、それから地域ぐるみでど

うするかという問題も出てまいります。それら多様な

分野のところの他分野のいろんなできる状況、できな
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い状況等あわせ持って対策を考えなければならないと

いうふうに考えておりますので、今後の課題とさせて

いただきたいと思います。ご理解をお願いいたします。 

○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）  私に３点のご質問をい

ただきました。お答えを申し上げます。 

 まず、１点目の水揚げの管理でございますけども、

漁協が毎日、日程表において適切に管理されているも

のと承知してございます。 

 次に、漁業集落排水環境整備事業に関って、災害に

強いまちづくりが必要不可欠でございますので、土木

とよく連携を図って、一体的に危険箇所等の防止を図

ってまいりたい。そのように思ってございます。 

 地産地消の推進に関って、現在冷蔵とか冷凍庫のす

ばらしいものが開発されております。例えばウニを冷

蔵して、そのまま取りたての新鮮なウニとして食べれ

るような冷蔵庫が開発されているように承知している

ところでございます。 

 市といたしましても、すばらしい市内には農林水産

物がございます。これをその技術にのせて都会の方々

に消費していただければ、農林水産業の振興につなが

っていくものと私もとらえておりますので、今後にお

いて研究してまいりたい、そのように考えます。 

 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）  雨水排水対策にかかわって

ご質問いただきました。排水のポンプの設置というお

話でございました。これにつきましては、借り上げの

機械、こういったものを対応の業者と契約をいたしま

して、市内５カ所、例えば川貫とか中の橋、新井田、

本町、田高と、こういったところで通常水がいつも出

るところ、そういったところの危険箇所があるわけで

すが、そういったところに対応する業者を決めてござ

います。そのほかに必要な箇所に対応できる業者を２

業者契約してございまして、いずれ臨機応変にこの業

者等々がその災害の発生する場所に行けるように、そ

ういった方法をとってございます。 

 そのほかに消防署といいますか、消防団とも協力を

しながら、そういった排水等に対応しているところで

ございます。 

 それから、新築町の場合でありますが、やはりこの

排水対策については下流のほうから整備していかない

と、なかなか整備が進まないということもございます。

それで、新築町の付近はスプロール化が進んで低いと

ころがたくさんあるわけであります。そういった点で、

ちょうど下柏木川があります。そこから排水されてお

るわけでありますが、小久慈線と交差する部分、この

辺がかなりいつも水が滞留する、たまるところなわけ

であります。ここについては早急に排水対策施したい

というふうに思っております。下柏木川ですか、そこ

に排水できるような処置を講じたい。ここには200ミ

リ程度の排水管になろうとは思いますけれども、それ

で水を抜くような、そういった方法をとりたいという

ふうに考えております。であれば通常の水対策には何

とかなるのかなというふうに思っておりますので、そ

ういったやれるところからやっていきたいというふう

にとらえておりますのでご理解いただきたいと思いま

す。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  中学校の部活動の件にお答

え申し上げますが、これは議員もご心配のとおりです

ね、中教審でもっての指摘で、いわゆる生徒の自主

的・自発的な参加によって行われる部活動、これにつ

いては学習意欲の向上、それから責任感とか連帯感の

涵養、これらに資するものというふうなことで位置づ

けられながら、このクラブ活動を行ってくる、やるわ

けでございますけども。 

 その中で、確かに子どもたちが減ってきた。個人競

技については、それはそれとして満足できる部分もあ

るわけですが、今議員がおっしゃったように、例えば

柔道のじゃあ団体戦、これには登録することができな

かったといった場合も出てまいります。 

 実は競技の場合に学校対抗であれば、学校で人数そ

ろわなければ出れないといったようなことから、県の

中学校総合体育大会の岩手県中学校新人大会、これら

についてもこの規定を設けてございまして、合同チー

ムでの参加についての規定が別に設けられてございま

す。それらから見ると、参加種目には現在９種目ほど

あるんですが、それは一定の人数がそろわないとでき

ない競技が規定されてます。その中には実は柔道は入

ってないわけでございまして、それは学校対抗等でや

っていく場合、それからあとは試合の形式とすれば、

市町村対抗であるとか、地区別対抗とかってあるわけ
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ですが、それはそれとして選手集めて参加登録をして

競技するというふうなことでいいわけですが、問題な

のは学校での試合のことでございまして、それについ

てはそれらのあり方っていうのは、これは議員おっし

ゃるように学校長さんともいろいろと協議してまいら

なければなりませんし、それを一つ時間かけながら十

分に検討してまいる必要性があるだろうというふうに

考えてございます。いずれそういったことでのご理解

賜りたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  20番中塚佳男君。 

○20番（中塚佳男君）  木ノ下議員の質問に関連して

２点質問いたします。 

 １点目は７番の国の重点港湾の選定に関して質問い

たします。まず、 初に久慈の湾口防が平成２年に着

工して、ことしは22年になるんですが、今まで工事を

した進捗率をまずお伺いします。 

 次に、先ほど市長も答弁して、久慈の港湾の場合は

よその港と違って貨物の出し入れが目的でなく、人命

を守ると、そういう目的の 初からの港湾でございま

す。 

 そこで、平成21年度は28億予算がついたようですし、

22年が20億、こういうことになっておるようでござい

ます。そこで、これからの予算確保に向かって、不幸

中の幸いだったと思うんだけど、ことし２月ですか、

チリ地震が起きて、そして津波が来るという予報が入

って、久慈でも大変大騒ぎをしたわけでございます。

そういうことで、この津波の恐ろしさ、こういう実例

を引き合いにして予算獲得に強力に運動展開すべきで

ないかと思いますが、来年度以降の予算獲得の予想と

いいますか、見込みについてどういう展開してるのか

お伺いいたします。 

 それから２点目、山林の境界についてお伺いいたし

ます。大体久慈地方も国土調査が全部終わったろうと

思いますが、国土調査終了後の苦情、境界に対しての

苦情、何かトラブルがありましたら例を、例といいま

すか、苦情の内容をお知らせいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  久慈港湾口防波堤についてお

答えをいたします。進捗率等々については担当の部長

から答弁をさせますが、予算獲得に向けたその方針に

ついて、私から申し述べます。 

 議員ご指摘のとおり、この久慈港の湾口防波堤は津

波等災害から市民の生命・財産を守る、そういった機

能を果たすべき役割を担うものであります。したがっ

て、私どもも一環してこれは久慈港等の貨物の取扱業

によってのみ議論すべきものではないということを主

眼に据えて、各方面のご理解を得るべく努力をいたし

ているところであります。 

 過般も久慈市としても、あるいは岩手県港湾協会の

一員としても、要望活動を行ってきているところであ

りますが、民主党の副幹事長室院内のほうに参りまし

て、お二方の副幹事長にお会いをし、その後政務三役

と言われる方々にも要望を伝えてきております。なべ

て命を守ることは大切であると、このようなご判断を

口にしていただいておりますが、一方では公共事業の

総抑制といった中で、港湾事業そのものの確保が可能

なのかどうかと、こういった具体的な事案もあるわけ

であります。 

 現在、政府では概算要求取りまとめ中と聞いており

ますけれども、こういった機会をとらえて、機会を失

することのないように、さらに要望・要請を続けてま

いりたいと、このように思っております。 

 なお一方、岩手県におきましても久慈港の湾口防波

堤は重要課題であるという認識をいただいておりまし

て、知事等からも国に対して要望を行っていただいて

いる状況にございます。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  湾口防波堤の整

備の進捗率についてのお尋ねでございます。湾口防波

堤の全体額の計画が3,800メートルでございまして、

22年の３月31日現在で、北堤が375メートル完成して

おります。そして、南堤が395メートル、計770メート

ルの完成でございまして、率に申しますと20％弱とい

うことでございますので、計画上は平成40年の完成と

いうことであります。いずれ予算の確保が何よりも重

要でございますので、今市長からも答弁がございまし

たように、担当部署といたしまして強く国等に訴えて

まいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  山林境界にかかわって、

国土調査終了後のクレームはどのようなものかという
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ご質問でございますけども、クレームは相当数ござい

ます。というのは、「私の境界はこんなもんではなか

った」とか、「私はその確定に当たって立ち会いをし

ていないからわからない」とか、そんなクレームが非

常に多いものと思ってございます。 

 以上でございます。癩癩ごめんなさい。大変失礼し

ました。そういうクレームが総計で今までに480件ほ

どございました。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は午後１

時10分といたします。 

    午後０時10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10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。

市政の当面する問題について、市長、教育長及び選挙

管理委員長に質問いたします。 

 初に、情報通信網の整備についての質問です。情

報の取得や発信には、テレビや電話、ファクス、イン

ターネットなどさまざまな手段があります。今日にお

ける情報通信の発達には著しいものがあります。その

中の一つのインターネットについてですが、現在は光

回線を利用した通信が中心となりつつあります。その

一方で、光通信の数百分の一の情報量しか送受信でき

ないＩＳＤＮの回線に頼らざるを得ない地域も存在し

ます。 

 総務省は情報格差を解消するためには、高速大容量

通信設備の整備に向けて、国費を投入しての整備を進

めています。 

 家庭用パソコンでインターネット利用時に動画を不

自由なく視聴できる高速通信設備の整備が必要と思わ

れますが、現在の整備状況と今後の整備予定について

お伺いいたします。 

 また、携帯電話基地局の整備が進み、市内の広範囲

で携帯電話の利用が可能となってきていますが、しか

し、基地局が設置されても、一部の携帯電話会社だけ

の利用が可能で、他社の携帯では利用できない地域も

あります。どの携帯電話会社であっても利用できるよ

うであれば理想的ですが、せめて大手三社ぐらいの携

帯は利用できるようにすべきと考えますが、現在の整

備状況と今後の整備予定についてお伺いいたします。 

 次に、悪臭対策についての質問です。 

 夏場を中心に市内では悪臭が立ち込め、不快な日々

を過ごすことが 近多くなってきたように感じます。 

 悪臭防止法に基づく臭気指数規制が導入されるまで

は、特定悪臭物質の種類ごとに規制基準が定められて

いました。複合的な臭いや未規制物質による悪臭苦情

があることから、物質濃度規制にかえて、人間の嗅覚

を用いて臭いを判断する臭気指数規制が平成20年度か

ら導入されました。 

 臭気指数規制の導入に当たって事業者への説明や指

導も行われ、一時悪臭は少なくなったように感じてい

ました。臭気測定の実施状況とその結果はどのように

なっているかお伺いいたします。 

 また、測定結果を受けて、悪臭を発生させないため

どのような取り組みを行っているかお伺いします。 

 次に、地震対策についての質問です。三陸沖及び宮

城県沖を震源とする大地震の発生確率が非常に高いと

言われており、地震対策に万全を期していかなければ

なりません。 

 公共建物については小・中学校をはじめ、耐震診断

や耐震補強工事が計画的に進められてきてはいますが、

まだ十分とは言えない状況にあると思います。地震が

発生したとき、 初の段階では室内における様子がテ

レビ等で報道されます。棚が倒れたり、物品の散乱し

ている様子を見たとき、人的被害や避難に影響がなか

ったかが気になります。地震による被害を 小限に抑

えるために、戸棚やロッカーなどの転倒防止、物品の

落下防止策が必要と思いますが、建物の内部における

戸棚やロッカーなどの転倒防止対策、テレビやパソコ

ンなど備品類の落下防止対策がどのように行われてい

るか、その現状についてお伺いします。また、今後の

対応はどのように行われているかお伺いいたします。 

 次に、し尿処理場の改築計画についての質問です。 

 昨年９月の議会で他の議員の質問に対し市長は、

「久慈地区のし尿処理場は建築から40年以上経過し老

朽化が著しく、毎年多額の補修経費を要する状況にあ
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る、また施設の全面的な改築に向け、計画に着手した

い」と広域連合から伺っていると答えています。 

 し尿処理場の近くに行くと、周辺はいつも臭いが漂

っており、１分でも早く遠ざかりたい状況にあります。

し尿処理場の改築に向けた計画の策定状況についてお

伺いいたします。 

 次に、市の補助金を活用した新開発商品についての

質問です。 

 新しい商品の開発や製造販売は、地域の雇用創出に

つながることから、行政でも補助金を出しながら支援

を行ってきたところです。これまでも新聞等で新開発

商品の紹介が行われてきました。開発されたときは大

きく報道されていますが、その後の販売は好調なのか、

余りよくないのか聞こえてきません。 

 補助金はふるさと雇用再生特別交付金事業を活用し

たものがほとんどだとは思いますが、市の補助金を活

用した商品の開発は、過去３年以内に何種類になって

いるか。また、販売が振るわず、販売の中止や中断し

ている商品があれば、今後どのように対応していくか

考え方をお伺いいたします。 

 次に、魚道設置についての質問です。 

 大川目町にある東北電力山口発電所は大正９年につ

くられ、当地方で初めて電気がともされました。発電

所の上流に取水ダムがあるわけですが、このダムによ

って久慈川が上流部と下流部に遮断されたまま現在に

至っています。 

 川に生息する魚類の中には川の上流から下流へ、あ

るいは海へと回遊する種類もあります。また、大きな

回遊をしない場合でも、成長に伴う小規模な生活圏移

動が行われており、ダムにより分断された生態系の回

復、生態系保全の観点からも魚類の遡上を助ける魚道

の設置が望まれています。山口発電所の取水ダムへの

魚道設置を関係機関に要望すべきと思いますが、考え

方をお伺いいたします。 

 次の質問は除雪体制についてです。 

 昨年度末の大雪のとき、雪の降り方が通常とは違っ

ていたとはいえ、道路状況が悪く大変通行に苦労しま

した。除雪のあり方について反省点などがあるかとは

思いますが、今年度における市道の除雪をどのように

行う予定か、その計画についてお伺いいたします。 

 また、公共施設を使用のために訪れたとき、駐車場

が除雪されていなくて大変困った、早目に除雪してお

いてほしいと市民からの要望もあります。公共施設に

おける通路や駐車場の除雪についての計画についても

お伺いいたします。 

 次に、ＪＲ八戸線の久慈街道踏切の改修についての

質問です。 

 ＪＲ八戸線の久慈街道踏切の前後には歩道がありま

すが、踏切には歩道がないため、歩行者も車道を通行

しなければなりません。通行車両も多く危険な状況で

す。特にも冬期間には路面の凍結も加わって危険な状

態となり、歩行者も運転者も細心の注意を払いながら

通行しております。以前の議会でも取り上げており、

踏切の早期改修が望まれています。歩道設置について

の考え方をお伺いいたします。 

 次に、教育長に質問いたします。 

 小・中学校の遊具のことについてですが、遊具によ

る事故を防ぐためには、専門知識や技術を持った方に

よる安全点検が不可欠です。遊具の安全点検の実施状

況についてお伺いいたします。 

 また、点検結果によって修理や撤去などが必要な場

合もあろうかと思います。全体の遊具の種類や数を一

定程度確保していくためには、撤去した場合は新しい

遊具を設置して、子どもたちが楽しく遊べる環境をつ

くっていかなければなりません。新しい遊具の設置数

と廃棄や撤去はどのようになっているかお伺いいたし

ます。 

 次に、小・中学校の校地内通路や駐車場の除雪計画

についてですが、積雪量は同じ市内でも大きな開きが

あります。また、道路から校舎への入り口、あるいは

給食の搬入口までの距離も学校によってさまざまです。

教職員や子どもたちでの対応が難しい学校では、早期

の除雪を希望しています。校地内の通路や駐車場の除

雪について、教育委員会で計画的に行っていくべきと

考えますが、その計画内容についてお伺いいたします。 

 後に、選挙管理委員会委員長に質問いたします。 

 ７月に行われた参議院議員選挙において、選挙区選

出選挙、比例代表選挙の両方とも無効票の割合が、県

内13市の中で久慈市が一番高いことが県選管の発表で

明らかになっています。 

 県選管発表による県内13市の中の選挙区選挙の開票

結果で、無効票投票率の一番高いのは久慈市で、

9.37％となっています。次に高いのが二戸市で3.90％、

一番低いのが盛岡市で2.40％となっています。 
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 比例代表においても、無効票投票率が久慈市が一番

高く6.46％、一番低いのが釜石市で3.41％となってい

ます。久慈市における無効票投票率が他市に比べ、こ

のように高い原因をどのようにとらえているかお伺い

いたします。また、無効票を少なくするための対策に

ついてもお伺いいたします。 

 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）  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。 

 初に情報通信網の整備についてお答えをいたしま

す。まず、光通信やｘＤＳＬをはじめとする高速大容

量のデータ通信を実現するネットワークサービス、い

わゆるブロードバンドの整備状況についてであります

が、当市ではこれまで、事業者への夢ネットの芯線開

放等により携帯電話のエリア拡大を図り、通信網の整

備に努めてきたところであります。 

 また一方、ＮＴＴに対し、ＡＤＳＬのサービスエリ

アの拡大を要望してきたものの、需要が見込めない地

域への設備投資は難しい旨の回答を受けているところ

であります。しかしながら、携帯電話エリア内におい

ては、光ファイバーと同程度の通信速度となる新たな

規格のデータ通信サービス、いわゆる3.9世代携帯電

話サービスでありますが、この利用が今年度から始ま

ると報道されており、将来的には情報格差の是正に大

いに役立つものととらえております。 

 次に、携帯電話基地局の整備状況と今後の予定につ

いてであります。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、荷軽部及び日野沢の各地区にお

いて携帯電話の不感地域が解消されたところでありま

す。 

 また、平成22年度におきましては、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

基地局の整備と芯線開放を進めているところであり、

年内のサービス開始を予定いたしております。 

 平成23年度以降におきましては、山形町岡堀地区及

び国道281号線沿いの川井～明神間と山口～戸呂町口

間での不感地域解消を図るべく要望しているところで

あります。 

 次に、悪臭対策についてお答えをいたします。 

 まず、臭気測定状況とその結果についてであります

が、当市では平成20年度から臭気指数規制を導入した

ところであります。以降、臭気の苦情が多く寄せられ

ます８月下旬から10月中旬までの間に、水産加工場周

辺の臭気測定を年２回実施いたしております。その測

定によれば、敷地境界風下や臭気排出口において部分

的に超過するケースが見られるとのことであります。 

 なお、平成17年から市内18カ所におきまして夏場の

４カ月間でありますが、臭気モニター調査も実施いた

しております。悪臭が少しでも感じられた日数につき

ましては、平成18年度の89日をピークに、昨年度は76

日と年々減少いたしております。 

 また、悪臭防止策については、関係事業者等と環境

保全協定を取り交わしており、悪臭発生時には、原因

者に対し環境保全協定に基づく改善報告を求めるとと

もに、改善報告を受けているところであります。今後

とも久慈保健所等関係機関と連携を図りながら悪臭対

策に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、地震対策についてお答えをいたします。 

 公共施設におけるロッカー類の転倒防止対策等の状

況についてでありますが、地震発生時における事故防

止や室内からの避難路確保の観点から、書棚やロッ

カー等の適正配置に努めているところでありますが、

転倒等を防止するための器具等の取りつけにつきまし

ては十分な状況にはないものととらえております。 

 こうしたことから、今後におきまして、安全空間の

確保を図りつつ、転倒防止等に有効な対策を行ってま

いりたいと考えております。 

 次に、し尿処理場についてお答えをいたします。 

 し尿処理場の改築計画の策定状況でありますが、今

年度、候補地の検討を含め、基本計画を策定する予定

であると久慈広域連合から伺っているところでありま

す。 

 次に、市の補助金を活用した新開発商品についてお

答えをいたします。 

 市では、新商品開発に向けた共同研究を支援いたし

ます、研究機関等連携促進事業補助金及び開発商品等

の販路拡大の取り組みを支援いたします、販路拡大支

援事業補助金等の活用を通じて新商品等の開発を支援

いたしております。 

 過去３年以内に開発された商品についてのお尋ねで

ありますが、市補助金で支援した案件といたしまして
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は、食品関係で１件、縫製関係で２件、また久慈・ふ

るさと創造基金を活用した開発では、食品関係で１件、

林業関係で１件となっております。 

 また、市の補助金以外では、ふるさと雇用再生特別

基金事業を活用したべっぴんの湯関連の商品開発が１

件、イワナを加工した土産品開発が１件、短角牛を使

った加工商品の開発が１件、さらにまた、地域雇用創

造実現事業を活用した食品開発が１件となっておりま

す。 

 なお、これらの中で販売を中止あるいは中断してい

る案件は現在のところございませんが、万が一、今後

そういった事態に直面する可能性が生じた場合には、

事業者とともに当該商品の問題点の洗い出し等に当た

るなど、可能な限りフォローアップに努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、魚道設置についてお答えをいたします。 

 山口発電所取水ダムへの魚道設置の考え方でありま

すが、本施設は大正９年に築造され、工作物所有者で

あります東北電力株式会社が管理いたしております。

取水ダムにより、恒常的水域が上・下流に分断され、

漁場資源の保全のみならず生態系の保全にも少なから

ず影響があるととらえているところであります。近年

は、ヤマメ・鮎などの稚魚放流や清掃活動、水質保全

などの環境保全活動が流域一帯で活発化していると認

識いたしております。 

 このような中におきまして、久慈川漁業協同組合で

は、既に東北電力株式会社に対し魚道設置の要望を行

っておりますが、費用対効果の面から困難であるとの

回答であったと伺っているところであります。 

 市といたしましては、漁業資源の確保、多様な生物

生息可能な環境づくりの観点から、流域関係者との協

議を踏まえて、関係機関・団体等と連携しながら要望

活動を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、除雪体制についてお答えをいたします。 

 まず、今年度の市道の除雪計画についてであります

が、本年11月中に除雪会議を開催し、昨年度と同様、

直営及び各委託業者のご協力をいただきながら、円滑

な除雪に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、公共施設の通路、駐車場の除雪についてであ

りますが、公共施設の除雪につきましては、それぞれ

の施設において対応しているところであります。 

 本庁舎の例で申し上げますと、第一段階では、職員

厚生会で購入いたしました小型除雪機と職員により、

来客用駐車場を優先的に除雪することといたしており、

市道等の除雪が一段落した後、第二段階として大型除

雪機械等により対応しているところであります。 

 各公共施設におきましても、市民の皆様の利便性を

優先に職員が早期出勤するなど、除雪対策に取り組

んでいるところであります。 

 後に、久慈街道踏切の改修についてお答えをいた

します。 

 久慈街道踏切は、市内でも交通量が多く、交通の円

滑化や安全性の向上のため、歩道を設置することは重

要であると認識をいたしており、現在、ＪＲ東日本盛

岡支社と協議を進めているところであります。 

 ご承知のとおり、当該踏切は久慈駅構内にあり、そ

の整備に要する費用が多額になる可能性があることか

ら、引き続きＪＲ東日本盛岡支社及び関係機関と慎重

に協議を進めてまいる考えであります。 

 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、小・中学校の遊具についてでありますが、

遊具の安全点検は、平成21年度に実施したところであ

ります。その結果、167基中158基の不適格な遊具が指

摘され、昨年度から現在に至るまでその修繕に努めて

いるところであります。 

 撤去した遊具は40基となっており、現在127基が小

学校に設置されており、そのうち未修繕が３基となっ

ておりますが、早急に修繕を進めてまいりたいと考え

ております。 

 後に、小・中学校の除雪体制についてお答えをい

たします。 

 学校敷地内の除雪は、各学校の教職員が対応してお

ります。また、大雪の場合等については、状況を見な

がら、ＰＴＡや地区住民にボランティアで作業をお願

いをして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）  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〕 
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○選挙管理委員会委員長（鹿糠孝三君）  社会民主党、

梶谷武由議員の参議院議員選挙における無効票につい

てのご質問にお答えいたします。 

 無効票の割合が高い原因及び無効票を少なくするた

めの対策につきましては、昨日の日本共産党久慈市議

団代表の小野寺議員にお答えいたしましたとおり、候

補者でない者等を記載したもの、白紙投票、雑事等を

記載したものが９割以上を占めており、その中でも候

補者でない者等を記載したものが約半数を占めており

ます。 

 その対策につきましては、啓発方法の工夫及び投票

方法の改善などが今後の課題であると考えております。 

 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

再質問をいたします。 

 まず、１番目の情報通信網の分についてですが、民

間企業の場合には採算がとれるかどうかということで、

さまざまな施設等の整備をすると思うんですが、それ

をなかなか需要がない、あるいは採算に合わないとい

うことで、そのまま高速大容量通信ができないという

ことになれば、現在例えばＩＳＤＮも使えない地域は

そのまま残ってしまうということにもなりかねません。 

 そこで、先ほどの答弁の中で、携帯電話を利用した

高速データ通信の答えがあったわけですが、昨年の議

会では、昨年の10月から利用できる見通しだという答

えをしているわけですが、現段階でもまだことしなる

という、そういう答えという確認でいいでしょうか。

その場合に、これからということですから確認できな

いかもしれませんが、私が聞いた段階では、携帯電話

会社の高速データ通信の場合、長時間の視聴は制限が

かかる。あるいは大容量というふうになってくると、

これについても制限がかかる可能性があるというふう

に聞いています。例えば、この議会の様子をずっと継

続して視聴できるようなことが確保されることになる

のかどうかお伺いをします。 

 それから、携帯電話の関係ですが、久慈市内では他

の市町村に比べてもかなり整備が進んでいるのではな

いかなと、そのように私は感じているわけですけども。

ただ、私が話をした、せめて大手三社ぐらいはどの地

域でも利用できるようにやっぱりすべきではないかな

と。すべての携帯電話会社が利用できればいいわけで

すけども、せめて大手三社ぐらい。 

 例えば、私の持っている携帯電話でも山根町に行く

と全く使えないと、そういう状況にあります。そのよ

うなことから、現在基地局が整備されていながら使え

ない携帯電話もあるということで、そこの整備につい

ても今後の予定をお伺いします。 

 それから、悪臭対策については年に２回、臭気指数

規制、それによる実施をしているということですが、

実際に住んでいて、あるいは通行していて不快な感じ

を受けるのが非常に 近多いなというふうに感じてい

ます。それも常時というのではなくて、時間帯あるい

は風向き等さまざまあるわけですが、その状況、それ

に応じたときに、その測定をする。測定できれば一番

いいのじゃないかなと思うんですが。すぐ測定できる

ような体制にあるのかどうか。あるいは測定する場合

には資格が必要だというふうに認識をしていますが、

市内にそういう資格を持った方がどれぐらいいるかお

伺いをします。 

 それから、地震対策の分については、さまざまな戸

棚類等、固定しても日常業務に差し支えないものにつ

いて、やっぱり可能な限り固定をしていくべきという

ふうに思うわけです。その中で各施設を管理している

もの、あるいは各それぞれの担当課での計画あるいは

処置ということになろうかとは思うんですが、その財

政負担等も含めて、市全体で計画的にやるべきではな

いかなと思うんですが、そこの部分についてもお伺い

をします。 

 それから、新開発商品の部分については、補助金を

決定する段階で計画書の提出あるいは審査というのが

行われると思うわけですけれども、さまざまな専門分

野に関っての新開発というふうになれば、それが実際

に開発する計画が成功して、あるいは販売をした場合

に、軌道に乗ってうまくいくかどうかという審査にな

るだろうかと思うんです。その場合の審査はどのよう

に行われているのか。だれが審査をしているのか。簡

単でよろしいです、お伺いをしたいと思います。 

 それから、除雪体制のところで、昨年の大雪のとき

の道路状況という面については、大変道路状況が悪く

て困ったわけですが、そこについての反省点等がある

かなとは思うんですけれども、先ほどの答弁ではとく
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に計画についても例年どおりのような感じを受けたわ

けです。雪の降り方の状況あるいは先の予報、予

定癩癩雪の予定というのはないですが、予報等を含め

ながら、降雪量が少なくても除雪体制に入るとか、そ

ういうこと等が聞けるかと思ったんですが、その部分

があればお伺いをします。 

 あとは教育長のご答弁に関わる部分ですが、撤去し

た遊具があった場合に、新しい遊具をやはり設置すべ

きということで聞いているわけですけども、それらの

新しい遊具の設置数等について、あるいはその予定に

ついても答えがなかったのでお伺いをします。 

 それから、校地内あるいは駐車場の除雪の部分につ

いては、現状についての答えはあったわけですが、教

育委員会としての計画、特にも小さな学校で教職員あ

るいは子どもたちの数が少ないと。大変困っていると

いう状況も聞いているわけです。そこで、教育委員会

も計画的な計画を立てていくべきではないかなという

ことで、そこの部分についてお伺いします。 

 それから、選挙管理委員会については、この無効票

投票率の高い原因についてお答えがなかったように受

けとめましたので、その高い原因をもう一度お願いを

します。 

 それから、無効票の中に他事記載候補者でないのを

記載したのが非常に多かったということなわけですが、

選挙区選挙の部分でいえば、選挙区の候補者ではなく

て比例代表の候補者を書いたのが圧倒的に多かったと

いうふうにも聞いております。そのようなこと等を考

えた場合に、今後の対策として、投票用紙を一度に配

るということでなくて、２回にそれぞれ投票をできる

ようなこと等が考えられるわけです。 

 他市において投票用紙の配り方、一括して配ってい

る市町、市の状況だけでいいですが、市あるいは２回

に分けて投票ごとに分けて投票用紙を配っている市の

状況、つかんでいればお答えをお願いします。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからは、公共施

設の地震対策についてお答えいたしたいと思います。 

 現在、各施設について状況について調査中でござい

ます。各課に照会中でございます。いずれ施設の新旧

等ありますので、それらを勘案しながら計画的に補強

といいますか、対応してまいりたいと、そういうふう

に考えています。 

 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）  ブロードバンドの

サービスの関係で携帯電話のご質問ちょうだいいたし

ましたけれども、議員おっしゃるとおり、携帯電話各

社については採算を重視した経営をなさってるという

ことで、これがシェアの関係に反映されてくるだろう

というふうに考えております。ここのところを基本に

お答えしたいと思いますが、例えば3.9世代の利用に

ついては、2010年12月からＮＴＴの場合はサービスを

開始するというような情報を得ております。ただ、こ

れについては順次整備を進めていくというふうな状態

でございます。ここでこの久慈地域がいつということ

については、今のところ情報を持ち合わせてないとこ

ろでございます。 

 それで、その電話については長時間利用ができるの

かということでございますが、これについてはまだ

サービス供用開始されておりませんので、ここのとこ

ろ料金体系がどういうふうになっているのか、ここの

とこの兼ね合いもあろうかなというふうに考えている

ところでございます。 

 また、市内全域において、例えば主要三業者さんの

携帯がすべて通じるようにしたらどうかというご提言

ございますが、当初申し上げましたとおり、シェアの

関係もございますし、その設備投資の考え方そのもの

は各企業さんありますので、そこのところで利用者の

皆様にとっては、料金体系を重視して業者さんを選ぶ

か、またはそういうようなサービスのエリアの部分で

選ぶのか、いろんな選択肢があろうかと思いますので、

そこのところで対応お願いしたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 ただ、市といたしましては、各社に対しては各地域

でサービスが提供できるようにということで働きかけ

ているところはございますので、その点についてもご

理解賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○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）  悪臭対策についてお

答え申し上げます。 

 市内にこの有資格者はいるかということでございま

すが、今現在、有資格者はございませんでして、盛岡
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にある専門業者に委託をしまして、平成21年度は８月、

12月の２回、この測定をしたところでございます。 

 それから、すぐに測定できる体制になってるのかと

いうことですが、有資格者による測定はできませんけ

れども、通報があれば職員が現場に駆けつけて、悪臭

防止についての要請をしているという状況でございま

す。 

 また、この臭気モニター18カ所で実施してるわけで

ございますが、１日を五つの時間帯に分けまして、こ

の７月から10月までの間の４カ月間、「無臭」「弱い

臭い」「楽に感知できる臭い」「強い臭い」、この四

つの、４段階での判断をしていただいて記録表に印を

つけていただくと、そういう形での集計を今現在とっ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  市の補助金の審

査の方法についてのお尋ねでございますが、まず 初

に研究関係の事業につきましては、商品化の可能性の

視点ということに着目をいたしまして審査をしている

ほか、また販路拡大につきましては、商品ＰＲの効果

性の視点で審査を行っているものでございます。いず

れ同補助金につきましては、内部の決済で決定をして

いるものでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  除雪体制のご質問いただき

ました市長からご答弁申し上げましたとおり、この除

雪については毎年除雪の基準に沿った形で対応してい

るところでございます。ただ、今、議員お話はその大

雪に関っての部分での反省点ということでありました

けれども、多分これはことし３月10日の大雪のことで

あろうというふうに認識しておりますけれども、この

日の除雪については、久慈市内癩癩旧山形町除きであ

りますけれども癩癩市内の除雪に当たっては市が所有

する14台の除雪車両、それから借り上げ車両が50台、

合わせて64台の車両をもって対応したところでござい

ます。不眠不休の中で職員等、それからすべてがその

対応に当たったわけでありますけれども、やはり降雪

の量が非常に多かったということで、除雪をした後に

もまた雪がさらに降っておりましたし、路面が固まっ

てどうしてもその除雪ができなかったというふうなこ

とがございました。そういった部分で、ある路線につ

いては走りにくい路線もあったというふうに私たちも

認識してございます。ただ、自然の雪でありますので、

そのとき、そのときの対応についてはベストを尽くし

てやっておるわけでありますけれども、その反省点と

いうことではありますけれども、全然問題がなかった

とは言い切れない部分があるとは思います。しかし、

我々としてもベストを尽くした形の中で除雪に当たっ

ておりますので、何とかその辺は皆様のご理解をいた

だきたいというふうに思っております。 

 いずれ災害にならないような形で、私たちも交通の

確保を図っていきたいというふうに思っていますので、

ご協力いただきたいというふうに思っております。 

 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）  まず、学校の遊具につい

て新設の遊具はないかということのご質問でございま

すが、今年度もございませんし、 近といいますか、

新設した遊具はございません。 

 それから、除雪についてでございますが、除雪につ

きましてはこれまでと同様に学校の職員で対応しても

らうということでございますが、やはり対応できない

場合がございますので、そういった場合は地区の方々

あるいはＰＴＡの方々のご協力をいただいているとい

う状況でございます。 

 また、大雪の場合、緊急を要する場合等につきまし

ては、教育委員会のほうにご相談を受けて、支援して

いる場合もございます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  勝田選挙管理委員会事務局

長。 

○選挙管理委員会事務局長（勝田恒男君）  選挙管理

委員会に対するご質問にお答えをいたします。 

 まず、無効投票の多かった原因ということでござい

ます。これにつきましては、候補者でない者等を記載

したもの、もしくは白紙投票、それから雑事等を記載

したもの、この３要因で、その無効票の約９割を占め

ております。ということで、その中でも候補者でない

者を記載したものが約半数を占めるというふうな状況

でございます。これが要因ということでございまして、

先ほど議員がおっしゃいましたように、用紙を取り違

えて記載したという方もおられるかというふうに選管
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でも思っております。 

 それで、13市中、用紙を別々に交付しているのは何

市あるのかというご質問がございました。これについ

ては７市ということでとらえております。 

 以上でございます。 

○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23回久慈市議会定例会に当た

り、一般質問いたします。会派に属さない山田光でご

ざいます。市行政に対する12項目について、当局のそ

の説明を求めるものであります。 

 まず、質問項目１の市職員の懲戒処分についてから

でありますが、市民協働のまちづくりを目指していく

上には、行政執行職員と市民との信頼関係が構築され、

行政事務の透明化が求められる今日であります。 

 私は、地方公務員の不祥事が全国的に 近また多い

ことから、市職員の懲戒処分制度について市民がよく

わからない部分でもありますのでお尋ねをし、いま一

度市職員としての自覚とその責務の重さについて再認

識を求め、全体の奉仕者たる公務員としての資質の向

上に努めながら、市民の期待にこたえていただきたい

ことから、現職員の管理職と管理職以外職員の免職・

停職・減給・戒告それぞれの処分状況と、懲戒処分が

将来何に影響があるのか、具体的にそれぞれお示しを

願います。 

 また、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職

員の賠償責任に基づく責務の免除に関する条例により、

処分免除を受けた現職員の数についてもあわせてお伺

いをいたします。 

 次に、一般質問答弁後の事務執行について、議会定

例会での当局の一般質問に対する答弁は形式的であっ

てはならないと思うところであり、答弁後における事

務執行はきちんと行われていると市長は認識している

かをお尋ねいたします。 

 次に、県設置の県北沿岸振興本部への要望等につい

て、県北沿岸地域の振興を図る目的から、県設置の県

北沿岸振興本部へ当市から積極的に海・山・里業の振

興策を提言発信したと思うが、主な提案実績と結果に

ついてお伺いをいたします。 

 次に、各行政委員会委員の報酬についてであります

が、非常勤の行政委員会委員の月額報酬制の適否につ

いて争われている今日であります。久慈市はこの件に

ついてどう考えるかお伺いをいたします。 

 次に、高校生の自動車運転免許取得についてであり

ますが、関係者から、誕生日を迎えたその月から自動

車学校に入校できるようにとの要望があり、これにか

かわる県議会において請願が採択されたと聞くが、当

地域においても早い実現に向け高校長に要望すべきと

思うがお尋ねをいたします。 

 次に、県からの事務移譲についてでありますが、事

務移譲は合併自治体に多いと聞くところでありますが、

事務対応が万全か。平成12年からの事務移譲の総件数、

合併後の件数と特に多い部署、移譲事務費の総額につ

いてお伺いをいたします。 

 次に、地域コミュニティ振興事業についてでありま

すが、この事業の成果についての具体的活用状況、地

域振興を目的としたものの件数、歴史、文化、伝統芸

能の継続活動、保存を目的としたものの件数、自然環

境の保全と活用を目的としたものの件数、人材育成を

目的としたものの件数、市長や総合支所長が必要と認

めたものの件数をそれぞれお伺いをいたします。 

 次に、質問項目の８といたしまして、医療行政につ

いて２点お尋ねをいたします。 

 医療給付費の財源ですが、新型インフルエンザの感

染拡大時の国保財政調整基金残高と21年度末における

被保険者１人当たり残高についてお伺いをいたします。 

 ２点目は妊婦健診について。年々健康診断が拡充さ

れ、公費負担も増加しているところでありますが、妊

婦の平均受診回数と今後の課題は何かについてお尋ね

をいたします。 

 次に、商工観光行政について４点お尋ねいたします。 

 まず、中小企業振興策について。中小企業振興策と

して中小企業振興資金融資制度を設けているが、資金

ごとの利用状況、運転資金、設備資金、開業資金、経

営安定資金、特別支援について。 

 ２点目は市街地活性化事業について。市街地商業基

盤施設整備にかかわる過去３年間の整備箇所と減税実

績及び今後の見通しについて。 

 三つ目は、街なか移住促進事業については、この事

業で中心市街地に誘導した住宅及び出店別の件数及び

補助金額について。 

 四つ目は、ガタゴンまつりの取り組みについてであ

りますが、山形町内周回バス及び久慈駅からバスを発
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進させ、多くの市民等に観覧させる機会を与え、山形

町の行事を広く発信すべきと思うが、その考えの４項

目をお伺いいたします。 

 次に、農林行政について３点お尋ねをいたします。 

 １点目は米農家の所得補償制度について。農家への

個別補償制度の８月末の加入申請件数を。 

 ２点目は林業振興促進対策事業資金について。21年

度における久慈地方森林組合が貸し付けする林業振興

促進対策事業資金、いわゆる運転資金の貸付状況につ

いて。 

 ３点目は、耕作放棄地利用状況についての改正農地

法成立後の企業の参入状況と農業生産法人の組織及び

引き受け面積についてお伺いをいたします。 

 次に、土木行政について２点お伺いをいたします。 

 市道・生活道路の補修整備状況について。本年度の

市道・生活道路の敷砂利の要望件数と実施件数につい

て。 

 ２点目は市道認定状況について。市道格上げ要望に

対する３年間の申請件数と認定件数についてお伺いを

いたします。 

 次に、質問項目12の教育行政について４点お尋ねい

たします。 

 まず一つ目は、繋小学校の存廃について。繋小学校

の存廃については現実を見てその方向性について早く

結論を出すべきと思うがその考え。 

 ２点目は本格的市民マラソン大会の開催について。

もぐらんぴあ駅伝にかわる市民ランナーを対象にした

本格的なマラソン大会を開催し、誘客を図るべきと思

うがその考えはないか。 

 ３点目は携帯電話の所有状況について。小・中学校

児童・生徒の携帯電話の所有件数といたずら目的のチ

ェーンメールの実態把握ができているか。 

 ４点目は教職員の健康実態について。教職員の心の

病気の現状について、退職、休職、通院、希望降任の

件数についてお伺いし、以上で、私からの登壇しての

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）  山田光議員のご質問にお答え

をいたします。 

 初に、市職員の懲戒処分についてお答えをいたし

ます。まず、現在、在職している管理職と管理職以外

の職員の免職・停職・減給及び戒告それぞれの処分件

数についてでありますが、管理職が減給１件、戒告２

件の計３件であり、管理職以外の職員が停職５件、減

給６件、戒告１件の計12件であります。 

 次に、将来への影響についてでありますが、免職の

場合は退職手当が支給されず、また年金の給付制限が

あり、停職の場合は、退職手当を計算する際の勤続期

間からの除算や年金の給付制限があります。また、停

職・減給・戒告の場合は、昇級や昇任に影響していく

こととなります。 

 次に、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関す

る条例により、懲戒の処分免除を受けた現職員の数に

ついてでありますが、その数は１名であります。 

 次に、一般質問答弁後の事務執行についてお答えを

いたします。 

 議会での一般質問に対する答弁後の事務執行につい

てでありますが、議会終了後の庁議等において、各部

課長等に対し答弁した内容について確認し、適切な対

応をするよう指示しているところであり、予算編成時

にも再確認するなど、責任のある対応を行っていると

ころであります。 

 次に、県設置の県北沿岸振興本部への要望等につい

てお答えをいたします。 

 「海業・山業・里業」の提案につきましては、県北

沿岸振興本部の立ち上げ直後の平成18年１月17日に緊

急提言を行いましたほか、今年度から新たに、県北沿

岸振興本部と市町村との意見交換が実施されており、

「海業・山業・里業」としての農林水産業の振興に加

え、雇用の場の創出、確保や、立ちおくれている社会

資本の整備などについて積極的な提言を行ったところ

であります。 

 また、県に対する重点事項要望におきましても、

「海業・山業・里業」の振興支援として、農林水産業

支援に加え、民泊家屋整備への助成、磯場等体験フ

ィールド改善への支援など体験型・交流型観光の振興

に係る支援についても要望しているところであります。 

 これらの提案は、平成21年12月に策定されました

「いわて県民計画」において、県北圏域重点施策とし

て、農林水産業の担い手育成と産地形成、体験型・交

流型観光の展開が盛り込まれていることなどから、県

としても強く認識されてきているものと考えておりま

す。 
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 次に、行政委員会の委員の報酬についてお答えをい

たします。 

 行政委員会委員報酬につきましては、現在、見直し

や見直しを求める動きが全国で相次いでいることは認

識しておりますが、現時点では月額支給を適当とする

考え方も含め諸説が論じられているところであります

ことから、本件につきましては、今後の県内各市の状

況及び判例等の推移を見ながら、判断してまいりたい

と考えております。 

 次に、高校生の免許取得についてお答えをいたしま

す。 

 就職に必要な自動車運転免許は誕生月から入校させ

るべく高校長に許可要望すべきとのことについてであ

りますが、各高校において主目的である学業、部活動、

就職を含む進路活動を踏まえて、それぞれ基準を定め

ており、自動車運転免許においてもそれらを考慮の上、

適正に許可していると、市内の高校から伺っていると

ころであります。 

 就職に係る自動車免許の取得は重要であると認識は

しておりますが、高校生活全般に係る指導の一環とし

て、各高校において基準を定めているとのことであり、

各校の判断を尊重すべきものと考えております。 

 次に、県からの事務移譲についてお答えをいたしま

す。 

 まず、平成12年以降の移譲事務の総件数についてで

ありますが、昨日の清風会代表、畑中議員にお答えい

たしましたとおり、今年度までに298件の事務移譲を

受けております。 

 次に、合併後の移譲件数と移譲が多い部署について

でありますが、合併後には一般旅券の発券等に関する

事務など、約200件の事務移譲を受けており、特に総

合政策部、教育委員会等で多くの事務移譲を受けてい

るところであります。 

 また、移譲事務費の総額についてでありますが、平

成21年度の移譲事務費として、県から市町村事務処理

交付金117万6,624円が交付されているところでありま

す。 

 次に、地域コミュニティ振興事業についてお答えを

いたします。 

 この事業は平成18年の市村合併を機に、市民の一体

感の醸成と各地域がそれぞれの個性を発揮し、活力あ

る地域社会の創出を目的にしているものであります。 

 これまでに地域振興を目的としたもの78件、歴史、

文化、伝統芸能の継承活動、保存を目的としたもの33

件、自然環境の保全と活用を目的としたもの20件、人

材の育成を目的としたもの19件の、合わせて150件

8,229万4,000円の活用状況となっているところであり

ます。 

 次に、医療行政についてお答えいたします。 

 医療給付費の財源にかかわる国保財政調整基金につ

いてでありますが、昨年度の新型インフルエンザ感染

拡大時における国保財政調整基金残高は2,478万1,089

円、21年度末における残高も同様であり、被保険者１

人当たりでは1,856円となっております。 

 次に、妊婦健康審査についてでありますが、平成21

年度の妊婦健康診査の平均受診回数は11回となってお

ります。 

 今後の課題といたしましては、妊娠初期から後期ま

での健康管理を図り、安心して出産に臨めるよう、早

期の受診について周知・啓発に努め、一層の受診率の

向上を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、商工観光行政についてお答えをいたします。 

 まず、中小企業振興策についてでありますが、平成

21年度の中小企業振興資金の融資状況は、運転資金が

111件でありまして、金額は７億6,978万6,000円、設

備資金が17件であり１億2,148万円、開業資金が１件

であり500万円、経営安定資金が７件で１億1,100万円、

特別支援資金は融資実績がなかったところであります。 

 次に、商業基盤施設整備についてでありますが、過

去３年間に整備された施設は、物産館等土の館及び歴

通路広場となっております。 

 その減税実績につきましては、中心市街地における

商業基盤施設に係る固定資産税の不均一課税に関する

条例によりまして、商業基盤施設に 初に固定資産税

が課される年度から３年間、不均一課税を行うことと

いたしておりまして、物産館等土の館及び歴通路広場

につきましては、平成21年度から平成23年度の３年間、

不均一課税を行うこととなっております。 

 今後の見通しといたしましては、新たな商業基盤施

設の整備予定は特に計画されておりませんことから、

平成23年度をもって商業基盤施設に対する不均一課税

は終了するものと考えております。 

 次に、街なか移住促進策についてでありますが、市

では平成19年に久慈市中心市街地活性化基本計画を策
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定し、にぎわいの創出のための事業を推進していると

ころでありますが、基本計画に登載している39の事業

のうち、観光交流センター等整備事業など９事業が完

了、成功店モデル創出・波及事業や、ふるさと雇用再

生特別交付金を活用した駅近アンテナショップ事業な

ど29のソフト事業が実施中、巽山公園・小鳩公園改修

事業の１事業が工事中の状況となっております。 

 ご質問の中心市街地への住居及び店舗の誘導促進策

として補助金を交付する事業としては、街なか居住促

進事業補助金と中心市街地小売業等出店費補助金の二

つの制度がございます。 

 街なか居住促進事業補助金につきましては、中心市

街地以外から中心市街地に住宅等を新築する場合など

に要する経費に対して助成するものであり、これまで

補助金交付の実績はない状況となっております。 

 もう一つの制度であります中心市街地小売業等出店

費補助金は、中心市街地に小売業等の店舗を新たに出

店する場合などに助成するものであり、平成20年度に

２件、平成21年度に１件の計３件の補助金交付実績が

あり、その金額の合計は229万6,400円となっておりま

す。 

 次に、ガタゴンまつりの取り組みについてお答えを

いたします。 

 ガタゴンまつりは山形町内はもちろんのこと、当市

の夏における一大イベントであると認識をいたしてお

ります。 

 市といたしましても、ガタゴンまつり来場者の交通

手段の確保は重要であると考えており、ご提言の趣旨

を踏まえながら、ガタゴンまつり実行委員会の事務局

であります久慈商工会議所と協議検討してまいりたい

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、米農家の戸別所得補償制度についてでありま

すが、当市の米戸別所得補償モデル事業の加入申請件

数でありますが、国への申請期限である６月末現在で

613戸となっており、加入可能な農業者のうち、９割

が申請をしているところであります。 

 次に、林業振興促進対策事業資金についてでありま

すが、この資金は久慈地方森林組合が森林整備などの

国庫補助事業を森林所有者からの受託により実施する

際、補助金の交付が事業実施から 長９カ月程度を要

しますことから、それらにかかわる賃金・資材などの

経費支払いのための運転資金として、年度内償還の契

約で無利子の貸し付けを行っているものであります。 

 平成21年度における貸付状況は、４月６日に1,550

万円の貸し付けを行い、平成22年３月30日に償還され

ております。 

 次に、耕作放棄地の利用状況についてでありますが、

平成21年12月に施行された農地法の改正により、貸借

を解除できる条件で契約した農地を利用して、一般法

人の農業参入ができることとなったところであります。

耕作放棄地を利用する企業の参入、農業生産法人の組

織数及び耕作引受面積は、現在のところない状況であ

ります。 

 後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、市道や生活道路の補修整備に係る敷砂利の要

望件数21件のうち、実施件数は20件となっており、残

る１件については今後実施する予定となっております。 

 次に、市道認定要望に対する過去３年間の申請件数

と認定件数についてでありますが、平成19年度から平

成21年度までに道路認定基準要綱の基準を満たした認

定申請は７件、また議会において議決いただき市道認

定した件数も同じく７件となっております。 

 なお、今年度２件の申請があり、６月議会において

１件を市道認定したところであり、今議会において１

件ご提案を申し上げ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）  山田光議員のご質問にお答

えをいたします。 

 初に、繋小学校の再編についてお答えをいたしま

す。学校再編につきましては、平成20年５月に定めた

学校再編の基本方針に基づき進めているところであり

ますが、繋小学校は第２期となる平成23年度から25年

度の対象となってるところであります。 

 これまで教育委員会では、繋小学校学区の住民の

方々や保護者の方々と懇談会等を行ってまいりました

が、児童の著しい減少の現状から、山形小学校への統

合についてはおおむね理解されたと認識しているとこ

ろであります。しかし、住民の一部の方から統合に難

色を示されており、現在、さらにご理解が得られるよ

う努めているところであります。 
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 今後も、学校教育における集団活動の重要性など、

早期に理解を得られるよう努力してまいりたいと考え

ております。 

 次に、本格的市民マラソン大会の開催についてであ

りますが、当市では地域スポーツの普及発展、青少年

の健全育成や競技力向上を図るため、毎年、久慈もぐ

らんぴあ駅伝競走大会を開催しております。 

 本大会には、市内外から600人余りが参加し、地域

間の交流も図られているものと考えております。 

 誘客を図るための市民マラソン大会については、競

合する近隣の大会との日程調整、コース設定に伴う交

通規制及び運営スタッフの確保等、解決すべき課題が

多いことから、当面その開催は困難と考えております。 

 次に、携帯電話の所有状況についてお答えをいたし

ます。 

 久慈地域生徒指導推進協議会が平成20年度に行った

調査によりますと、当市の小・中学生の携帯電話の所

持率は、小学５年生が7.5％、６年生が12.7％、中学

生は１年生が16.7％、２年生が34.9％、３年生が

41.8％となっており、学年が上がるにつれて増加の傾

向にあります。 

 また、いたずら目的のチェーンメールの実態につき

ましては、小学校、中学校ともにありません。 

 当市では、コンピュータや携帯電話等の使用にかか

わる情報教育について研修会を開催したり、関連する

資料を作成、配布したりするなどの取り組みを行って

きておりますが、今後とも情報モラル教育の充実を図

りながら、児童・生徒への意識啓発に努めてまいりた

いと考えております。 

 後に教職員の心の病の現状についてでありますが、

今年度の当市の小・中学校教職員について、心の病に

より退職並びに希望降任した教職員はありません。 

 また、現在休職している教職員はありませんが、通

院している教職員は10名程度と把握しているところで

あります。 

 今後とも学校と連携を図りながら、教職員の心の健

康について留意し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）  再質問をいたします。 

 まず、職員の懲戒処分についてでありますが、この

今の数字でありますと、管理職１名という、この懲戒

処分を受けた方がおられます。あっ、ごめんなさい、

管理職であるか、管理職以外の職員かと、どちらかと

いうことの再質問でございます。 

 それと、もう一つ。久慈市の職員で、岩手県市長会

等の団体から退職された方についての件でございます

けれども、できればわかれば教えてもらいたいんです

が。優良職員としてこの表彰を受けられた、この懲戒

処分を受けて、優良職員として受けられた方がいるか

ないかというということを、わかったらば教えていた

だきたい。 

 次に、一般質問にかかわる事務の件についてでござ

いますけど、執行についてでございますが。この定例

会になりますと、どうも「検討してみたいと」あるい

は「財政状況を見て考えたいと」、「できるかどうか

調査してみたい」、「議員おっしゃるとおりだと思い

ます」あるいは「把握に努めてまいりますが、調査し

てからお答えしたい」とか「難しい部分と認識してい

る」、「今後の課題とさせていただきたい」等々、こ

の定例会が無事に終わるわけです。 

 そこで、私はやはり定例会というのはこれは重要な

ものだと、このように思っております。したがいまし

て、はっきりと断った部分についてはこれをよしとし

ても、我々に期待を持たせるような答弁をした場合に

ついては、中間報告でもいいし、年１回でもいいから、

議員に報告する、そういう思いがあるかないか、そう

いうことをやろうとしていただきたい。そういう意味

で質問させていただきますが、そのような考えがある

かないかをお尋ねをいたします。 

 次に、高校生の免許取得についてでございますけど

も、学校の要望はそのとおりでございます。私は各校

歩きました。そして、生徒も八戸に送っていくアルバ

イトもしました。そんな中で、親と生徒から懇願され

ましたが、今、高校長が許可してるのが11月。それか

ら生徒が一気に行くわけです。そうすると、八戸、久

慈で頑張って取得するわけでありますけれども。そこ

から生徒は就職をしなきゃならない。勉強もしなきゃ

ならない。資格を取らなきゃならない。アパート探し

もしていかなきゃならない。さまざまな忙しいことが

生まれてくる。親にすれば、経済的な金も一気にそこ

にいって、いろんなものにかかる。でありますから、
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誕生日からやると生徒も余裕を持ってできる。就職を

してから改めて取るような状況が生まれてきてるわけ

です。会社ではそれはやめてくれということになって

おります。 

 いずれにしても普通高校は免許を取らせない。でき

れば後から取りなさい。それはわかります。今までだ

ったらよかったんですよ。経済的に大変じゃなかった

から。今アルバイトするくらい。大学行って東京に行

ってまいりますと、帰ってこないでアルバイト先で取

るんです。経済効果も久慈にはないわけです。それか

ら、いろいろ申し上げたいんですが、時間がないです

が。 

 そこで、会社にしても今９割以上は高校生が免許取

得して、高校生で経営がもてているような状況と、私

は八戸地方も盛岡地方も聞きましたが、なってる。そ

こで、県議会に、何とか誕生日からバランスよくその

月に入校していただければ、会社等も職員を解雇した

り、ちょっと休ませたりしなくてもいいと。ましてや

久慈市の場合は大型免許がもう取られない。なくなっ

たんです。そうすると八戸に行かなきゃならない。八

戸で免許を取ると、八戸では今度は次の免許を取ると

いう条件をつけて、優遇を与えながらやるもんですか

ら八戸へ行ってしまう。そうすると、ますます久慈市

は厳しくなる。もしこれがなくなるとすれば、久慈市

は大変な思いをして八戸に通わなきゃならない。非常

に重要です。高校に入るときに校長の学校に、校則に

従いますということで入ってますから、何もしゃべれ

なくて終わってしまうという状況がありますので、ぜ

ひともこれを何とか要望していただきたい。再度その

考えについてお伺いいたしたいと思います。 

 それから、地域コミュニティ振興事業についてです

ね。市長や総合支所長が必要と認めたものの件数がな

かったんですが、これはないということでご理解をし

ていいわけですか。 

 それから、もう１点ありますけれども、妊婦健診に

ついてでございますけれども。これは妊婦健診は助成

拡充を図って本年度までの時限措置として14回になっ

た公費助成となると思ってました。11年度以降はどう

なるのか。10年度を終わってみての結果であろうかと

思いますけれども、今後継続する考えがあるかどうか

についてお伺いいたします。 

 それから、もう一つ、新型インフルエンザの流行な

ど医療費の給付の問題でありますけども、これが残金

が少なくなってまいりますと、不足すると国保税の増

税につながるということになろうかと思いますけれど

も、この考えでいいのかどうなのか。増税につながる

という考えでいいのかどうか。るるこの点についてお

伺いをいたします。 

○副議長（濱欠明宏君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私からは一般質問の事務処

理に関っての再質問にお答えをしたいと思いますが、

私ども、何も議会定例会が無事に済めばいいというふ

うには決して思っているわけではございませんし、一

般質問についての通告があった際にも庁議等において

答弁打ち合わせというふうなこと等を時間をかけてや

ってるわけでありますし、緊張感を持って対応してい

るということであります。 

 先ほども市長から答弁がありましたけれども、議会

終了後においての庁議あるいは部課長会等においても、

いわゆる我々が答弁した内容についてきっちりと精査

をして、そして予算あるいはいろんな事業推進の中に

あって対応するような方向での指示等もしているとこ

ろであります。 

 いずれ質問の答弁の内容等について中間報告をする

考えはないかというふうなことでありますけども、議

員さんたちも議会定例会が年に４回開催をされるわけ

であります。その定例会において、議員さんたちはこ

の質問した内容について再度質問することも権利があ

るわけでありますので、ぜひ過去に質問した内容につ

いて当局に対して、疑義がある場合にはその定例会の

もとで質問をしていただければ、真摯的に我々も答弁

をしてまいるというふうなことになろうかと思います

ので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからは、初めに

職員の懲戒処分に関連いたしまして、１名は管理職か

どうかということのお尋ねですけれども、これ恐らく

３点目の昭和天皇の崩御に伴う１名と、市長からご答

弁申し上げたその１名の話だと思いますけど、それで

よろしいでしょうか。そうしますとその１名は管理職

ではございません。 

 それから、現職員に懲戒処分を受けて優良職員の表

彰を受けた者はいるのかということでございますけど、
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これは該当者はございません。 

 それから、私のほうからもう一つ。高校生の免許に

関してでございますけれども、議員ご指摘のとおり、

現在市内の２高校、それから久慈工業高校、これらは

おおむね11月からの免許の取得に対していろいろな相

談を受けて、許可するべきものについては許可してい

るという私どもも承っております。 

 議員も１年ほど前から各高校等について、いろいろ

ご相談なさっているようではございますけれども、い

ずれ私どもも各高校といろいろ協議いたしまして、や

はり高校においてはやはり高校のやはり教育の現場で

あると。まず、本分についてまず全うさせていただき

たいというふうな校長先生方とのお話もございますし、

やはり現場については現場の判断を尊重すべきという

ことから、先ほどの市長のご答弁を申し上げたところ

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。 

○総合政策部長（大湊清信君）  地域コミュニティ振

興事業につきまして、市長もしくは総合支所長が特に

認めたものの事業あったかということでございますが、

これについては該当する事業はございませんでした。 

○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）  国保運営にかかわっ

てでございますが、国保財政調整基金残高が、少なく

なればすぐ国保税の増税につながるのかというご質問

でございますが、平成21年度におきましても法定外繰

り入れということで2,500万ほどの法定外繰り入れを

行い、この国保財政を運営しておりますことから、こ

の基金残高が少なくなったということのみをもって、

この国保増税という考え方にはならないものでござい

ます。 

 以上です。 

○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）  妊婦健診についてお

答えを申し上げます。 

 妊婦健診につきましては、これまで回数が増加して

きまして、妊婦の健康を図るということで、20年度そ

して21年度には14回になったところでございます。14

回になった21年度は、全額が国の助成でございました

が、22年度から２分の１ずつ負担をするということで、

市の負担も出てまいりました。23年度以降につきまし

ては、現在、国が予算を策定中ということでございま

して、その予算の中で検討するとされておりますこと

から、市としてはできるだけ継続いただけるよう努め

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）  ２番山田光君。 

○２番（山田光君）  時間もあれですが、教育行政に

ついてちょっとお伺いいたしますけども。この心の病

気の件でございますけれども、この９年度から県で保

健師が学校を訪問して本人や上司と面接。直接状況を

確認して、職場復帰を支援したと思うんですが、その

ような関係者はいたのか。もしいたとすれば、上司は

どういう管理職としての指導をして、その方を支援し

たのかということをちょっと一点。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいまの心の病気による

職員の関係でございますけども、今の質問の内容で申

し上げますと、いわゆるそういった心の病を抱えた先

生がおった場合に、職場復帰をするということになっ

たとき、その職場復帰の段階として、一段階から四段

階ぐらいまで分けていろいろ対応とってるわけでござ

います。その中での対応の一部というふうにご理解い

ただければというふうに思いますのでよろしくお願い

します。 

○副議長（濱欠明宏君）  再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。 

 初に、職員管理にかかわってお伺いします。相変

わらず県内、県外市町村職員等公務員による不祥事が

新聞紙上等で取り上げられております。先日も山田町

で入札妨害による逮捕者が出ておりますし、当市にお

いても道路交通法違反による逮捕者が出たと聞いてお

ります。 

 また、長期病気休暇の職員もいるかと心配するわけ

でありますが、職員の健康管理もまた重要であります

し、行政改革により職員数も削減となっておりますの

で、職員間の協力体制整備も重要なことだと思ってお

ります。さらには、多忙の中、市民をはじめ来客への
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接遇についても手を抜くことは許されません。 

 そこで、職員の綱紀粛正、健康管理、職員間の協力

体制、来客等への接遇は万全かお伺いします。 

 次に、国際交流事業についてお伺いします。 

 姉妹都市提携50周年を記念し、フランクリン市への

訪問団派遣事業が実施されることになっております。

この訪問事業の内容と準備状況について具体的にお示

し願います。 

 次に、定住促進にかかわってお伺いします。 

 県外から本県に移り住んだ2009年度の定住者が

1,000人を突破したとのことであります。各県各市町

村でも競って定住促進を図っておりますが、当市の定

住者の現状と今後の課題、さらなる促進策についてお

示し願います。 

 次に、ＪＲ八戸線のスピード化についてお伺いしま

す。 

 ＪＲ八戸線は、現在久慈駅と八戸駅間を24の駅すべ

てに停車しながら、およそ２時間で運行し、１日の運

行本数は９本のようであります。今後の東北新幹線青

森延伸、平泉の世界遺産登録などによる観光客増加に

も対応するため、スピード化が重要になるものと思わ

れます。このＪＲ八戸線のスピード化を強く要望すべ

きと思いますが、要望状況、要望計画があればお示し

願います。 

 次は、ひきこもりについてであります。 

 ひきこもりとは、「人がある程度狭い生活空間の中

から社会に出ないことを言い、具体的には自分の部屋

でほとんどの時間を過ごし、学校や会社には行かない

状態、あるいはそのような人」とされており、 近の

調査では全国で70万人、その予備軍も155万人と内閣

府で推計しております。今後さらにふえる可能性があ

るとも分析しております。市内のひきこもりの状況に

ついてお示し願います。 

 次の地場産業については２点お伺いします。 

 １点目は、内発型産業振興についてであります。雇

用の場の創出、確保は当市の 重要課題でありますの

で、毎議会のように質問しておりますが、この６月に

は機構整備をし、産業開発担当部と関係部が一体とな

った形で取り組むとしておりました。 新の内発型産

業振興策について具体的にお示し願います。 

 ２点目は小久慈焼についてであります。小久慈焼は

江戸時代に八戸藩のご用釜として重用され、これまで

2000年にもわたって引き継がれてきておりますし、当

市の観光キャッチフレーズ「海女とやきものと琥珀の

まち」の一端も担っております。 

 この伝統産業を守っている小久慈焼企業組合ですが、

近は規模拡大・販路拡大という状況にはないように

感じられます。観光振興、雇用拡大のためにも地場産

業中の地場産業であります小久慈焼企業組合を強力に

支援すべきと思いますが、考え方をお伺いします。 

 次の観光振興については４点お伺いします。 

 １点目は観光客入り込み状況についてであります。

新の市内への入り込み状況及び今後の入り込み目標、

見通しについてお示し願います。 

 ２点目は観光資源掘り起こしについてであります。

県内各市町村では観光振興に力を入れ、観光資源発掘、

掘り起こしに一生懸命であります。 

 田野畑村では、村内の海岸線や海底の地質資源など

の特性を調査し、観光活用への可能性を探る海洋観光

資源開発調査に乗り出すとしております。 

 久慈市でも行政が先頭に立って、積極的に取り組む

べきだと思っておりますが、市としての掘り起こし策

があればお示し願います。 

 ３点目は平庭地区の観光振興についてであります。 

 山形村当時のコテージ郡の整備、また県事業として

平庭山荘の入浴施設しらかばの湯を整備するなど、

徐々に観光地らしくなってきておりますが、まだまだ

十分ではないと思っております。岩手県を、東北を代

表するような高原観光地とすべく、さらなる努力をす

べきであります。 

 例えば、県のエコパーク構想にもありましたオート

キャンプ場の整備、瀬月内ダムを活用した施設などの

整備も考えられますが、この平庭地区の観光資源、観

光施設の充実策についてお示し願います。 

 ４点目は外国人観光客誘致についてであります。 

 観光立国の推進を目指す政府は、この７月１日に日

本を訪れる中国人観光客をふやすための個人観光ビザ

の発給要件を緩和しております。経済成長が続く中国

からの高い購買力を持つ富裕層に加え、中間層を呼び

込むことで経済の浮揚につなげるねらいがあります。

日本各地の観光地では売り込み攻勢に着手し、中国か

らの旅行客呼び込み活動が激化してるようであります。 

 久慈市としては、この中国を含む外国人観光客誘致

についてはどのように考えているのかお伺いします。 
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 次は、住宅政策にかかわり、長内・大川目雇用促進

住宅についてお伺いします。 

 平成20年12月議会では、この11月30日が入居者の

方々の 終退去時期とのことでありました。この両雇

用促進住宅の入居状況と今後の対応及び施設処分計画

はどのようになっているのかお伺いします。 

 次に、国道281号抜本的整備についてお伺いします。 

 平成９年ごろだったと思いますが、県では高度な都

市的サービスの享受機会を高めるネットワーク構築の

ため、県都盛岡と広域生活圏中心都市を90分で連絡す

る道路の整備をすると「県内90分構想」を打ち出し、

この構想は現在も引き継がれているものと思っており

ます。 

 この構想には久慈・盛岡間も入っておりますが、構

想実現に向けた現在の取り組み状況はどうなっている

のかお伺いします。 

 後に、教育行政について２点、教育長にお伺いし

ます。 

 まず１点目は久慈小学校改築についてであります。

ことしの３月議会時点では、「建設構想委員会からの

意見を参考として、基本設計及び実施設計を進めた

い」と答弁しておりますが、その後の進捗状況につい

てお示し願います。 

 ２点目は新野球場建設についてお伺いします。さき

の６月議会では、ほとんどの登壇質問者から、「平成

28年の岩手国体軟式野球競技主会場地として新野球場

を建設すべき」との質問があり、「当市にとって野球

場が必要かどうか、必要な場合の整備工程、財源の確

保等さまざまな角度から検討、協議している」との答

弁があったところでございます。現在の検討状況につ

いて具体的にお示し願います。 

 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、職員管理についてお答えをいたします。ま

ず、綱紀粛正についてでありますが、日ごろから部課

長会議の場や文書通知をもって指導しているところで

あり、今後も一層の徹底を図ってまいる所存でありま

す。 

 次に、健康管理についてでありますが、定期健診や

がん検診等の検診の実施のほか、長時間勤務の状態に

ある職員には産業医の保健指導を勧奨するなど、早期

発見、早期治療に努めているところであります。今後

とも精神衛生を含め、職員の健康管理には意を用いて

まいりたいと考えております。 

 次に、職員間の協力体制についてでありますが、業

務の繁閑に応じまして、流動体制に関する規程あるい

はグループ制の運用などによりまして対応していると

ころでありますが、限られた人数で効率的な事務執行

ができるよう、今後も工夫を重ねてまいりたいと考え

ております。 

 後に、来客等への接遇についてでありますが、毎

年度、接遇研修を実施していることに加えまして、Ｏ

ＪＴを重視し接遇の向上に努めているところでありま

す。今後もこれを継続しながら、さらなる向上に努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、国際交流事業についてお答えをいたします。 

 フランクリン市訪問事業の内容につきましては、昨

日の政和会代表、砂川議員にお答えいたしましたとお

り、姉妹都市締結50周年記念調印式、市民交流会及び

ホームステイなどを行う予定といたしております。 

 その準備状況についてでありますが、７月に旅行代

理店の決定、及び団員の募集を行い、８月に団員を決

定、及び団員に対する１回目の説明会などを開催して

いるところであります。現在、フランクリン市と事業

の詳細の確認など出発に向けた詰めを行っている状況

であります。 

 次に、定住促進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

ジの開設、空き家バンク制度の開設を行っているとこ

ろであり、また今年度は、移住定住希望者が一時滞在

する場合に支援をいたします、田舎暮らし体験居住事

業を創設し、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。 

 その成果として、平成20年に埼玉県から１家族、５

名の方から移住をいただき、現在は地元企業に就業さ

れております。また空き家バンク活用により、東京都

から１名の方が移住する予定となっており、現在も数

名の方と相談を行っている段階にあります。 

 課題につきましては、空き家バンク登録物件や体験

居住物件の確保並びに就業情報や支援策の充実が必要

と考えており、今後におきましては移住定住希望者の
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ニーズに対応する施策展開をはじめ、制度の周知やき

め細やかな情報発信をしながら定住促進に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、ＪＲ八戸線のスピード化についてお答えをい

たします。 

 これまでも機会をとらえてＪＲ東日本盛岡支社に対

し、快速列車の運行も含めた所要時間の短縮を求めて

きたところでありますが、同支社からは、各駅の利用

状況や行き違い設備などの制約があって快速列車の運

行が困難であるものの、現有の車輌及び設備を 大限

活用し、時間短縮に取り組む旨の回答を得ているとこ

ろであります。 

 今後におきましても、同様の要望活動を継続してま

いりますが、公共交通機関の維持存続には、利用実績

の積み上げが肝要であると考えておりますのでご理解

賜りたいと存じます。 

 次に、ひきこもりについてお答えをいたします。 

 ひきこもりの定義は、「さまざまな要因の結果とし

て社会的参加を回避し、原則的には６カ月以上にわた

って、おおむね家庭にとどまり続けている状態を指す

現象」とされておりまして、長期化により社会参加が

困難になったり、何らかの精神疾患を持っている者等

が少なくないため、本人及び家族への支援が必要と認

識しているところであります。 

 ひきこもり状態にある若者は、内閣府の調査により

ますと全国で約69万人と推計されておりますが、その

実態把握は難しく、当市におけるひきこもりの全体数

は把握できておりません。 

 なお、平成21年度の市内のひきこもり相談件数、こ

れにつきましては実件数28件となっており、要因が複

雑・多様化していることから、今後、保健所等関係機

関と連携を図りながら対策を検討してまいりたいと考

えております。 

 次に、地場産業についてお答えをいたします。 

 まず、内発型産業の振興策についてのお尋ねについ

てでありますが、市政の重要課題であります雇用の場

の創出・確保に取り組むに当たり、私は４つの視点・

戦略を立てております。 

 その一つに、地域資源を活用した内発型産業の振興

を掲げ、久慈・ふるさと創造基金の造成及び運営に対

する支援、大学等との共同研究及び販路拡大の取り組

みに対する支援といった資金面での支援のほかに、岩

手大学との相互友好協力協定の締結を契機として構築

した人的ネットワークを通じた産学官連携による支援

など、精力的に取り組んできたところであります。 

 近年の国内外の厳しい経済情勢に直面し、市内事業

者は苦境に立たされていると認識いたしておりますが、

引き続き地場産業の振興を図るため、地域資源の活用

をはじめ、国・県等の各種助成制度の活用促進、大学

や産業支援機関との連携によりまして、雇用の場の創

出・確保に全力を傾注してまいります。 

 次に、小久慈焼についてでありますが、久慈市の伝

統産業でもあります小久慈焼につきましては、これま

でも「やきもののまち久慈」として、久慈市そのもの

を全国的に発信していただいてまいりました。また、

独特の釉薬を持つ渋みと素朴な味わいは、県内外の多

くのファンを魅了しているものと考えております。 

 ご承知のとおり、例年、ゴールデンウイーク中に開

催されておりました小久慈焼陶芸まつりにつきまして

は、今年は残念でありましたが、事情により中止とな

ったところであります。 

 現在、小久慈焼では、小久慈焼企業組合、小久慈焼

陶芸苑などの組織整理のほか、経営改善に向け、さま

ざまな角度から検討している状況であり、これまでも

相談等に対し適宜対応してきたところであります。 

 今後とも、200年の伝統を誇る小久慈焼の継承に向

け、引き続き商工会議所等と連携しながら対応してま

いりたいと考えております。 

 次に、観光振興についてお答えをいたします。 

 まず、観光客入り込み状況についてでありますが、

ここ20年間の推移を見てみますと、もぐらんぴあが

オープンをいたしました平成６年、この年が102万

5,000人余となっておりまして、前年、平成５年のお

よそ２倍となっております。がしかし、この平成７年

以降、徐々に減少傾向に転じまして、平成15年には60

万人余となっているところでありました。この後、増

加に転じまして、平成18年の市町村合併、平成19年の

やませ土風館のオープンなど各種施策により、その結

果、増加傾向を示したところであり、平成21年度の観

光客入り込み数は85万5,000人余となっているところ

であります。 

 これは、またそういった状況でありますけれども、

この85万5,000人余という数字は、20年度に比べて

9,794人の減少とはなっております。この減少の要因
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でありますけれども、長引く景気低迷等により主要な

観光施設等への入り込みが減少していることなどが影

響しているものととらえております。 

 その対策の一つとして、昨年度は市内の観光施設等

が連携した高速自動車道のＥＴＣを利用した方々への

スタンプラリーを実施するなどの取り組みによりまし

て一定の効果があったものととらえております。 

 今後は新幹線青森延伸によりますＪＲ八戸線沿線と

の連携、豊かな自然や人材などを生かした独自の体験

型・滞在型観光振興により誘客を図ることが肝要であ

るととらえているところであります。 

 次に、市内観光資源の掘り起こし策についてであり

ますが、当市におきましては、「山・里・海」それぞ

れのエリアにおいて伝承されてきた文化・風習、豊か

な自然とその景観、あるいは暮らしそのものなどは、

他の地域、特にも大都市圏等に住む人々にとり魅力あ

る観光資源としての価値を内包しているものととらえ

ております。 

 しかしながら、これらのものは私たちにとっては日

常の暮らしの中でなれ親しんだ事象や風景であるがゆ

えに、ごく普通のものととらえてしまい、資源が有す

る魅力や価値に気づかないままに見過ごしているもの

もあるのではと考えております。そうしたことから、

それらの発掘と価値を磨き上げ、情報を内外に発信す

ることが重要であると考えております。 

 観光振興は、行政や観光産業関係者のみならず、農

林水産業、商工業、そして市民も参画しての一体とな

った取り組みが重要でありまして、したがって観光産

業は、いわば総合産業であると考えておりますことか

ら、今後とも市民と行政との協働によりまして、当市

が有している豊かな自然や優れた景観、特色ある伝承

文化等、価値の発掘に努めるとともに、体験型観光の

充実を図るなど総合産業として観光振興に意を用いて

まいりたいと考えております。 

 次に、平庭地区観光振興についてでありますが、平

庭高原は当市の観光振興の拠点として位置づけられて

おり、昨年度からは緊急雇用創出事業を活用いたしま

して、白樺やレンゲツツジ周辺の下刈りや枝打ち等の

環境整備を進めてきたところであります。 

 また、センターハウス平庭山荘や平庭高原スキー場

などの施設につきましても、一体的な整備と維持管理

に努めているところであります。 

 県では、平庭高原をエコツーリズムの拠点として位

置づけ、エコパーク平庭高原（仮称）実施計画に基づ

き、入浴施設を整備したところであります。 

 今後の平庭地区の観光資源、観光施設充実策といた

しましては、引き続き県に対し計画されている宿泊施

設等の整備の推進を要望するとともに、良好な自然環

境及び景観の保全とあわせまして、観光施設の計画的

な整備と維持管理に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、外国人観光客誘致についての考え方について

でありますが、岩手県ではみちのく岩手観光立県基本

計画に基づく施策の中で、東北各県との連携を強化し、

外国人観光客の誘致を推進することを掲げており、外

国人観光客の受け入れ態勢の強化や海外向け情報発信

及び誘客活動の強化の取り組みを進めております。 

 当市におきましても、大きな市場であります外国人

観光客の誘致は、今後、積極的に取り組まなければな

らない事案であると認識をいたしており、県や関係機

関と連携するとともに、市内企業等と結びつきのある

外国との連携をさらに強力なものにしつつ、段階的に

受け入れ体制の整備等に取り組む必要があると考えて

おります。 

 次に、住宅政策についてお答えをいたします。 

 雇用促進住宅の入居状況につきましては、７月末現

在で、長内宿舎が23戸、大川目宿舎が６戸となってお

ります。今後におきましては、雇用促進住宅の譲渡・

廃止が既に決定されているところであり、現時点にお

いては、平成24年度以降、入居者への住宅の明け渡し

手続が進められることとなっております。 

 なお、譲渡・廃止に伴い、市に対して住宅取得の意

向確認があったところではありますが、取得条件、施

設の老朽化等の要因により取得の意向は示していない

ところであります。 

 後に、国道281号についてお答えをいたします。 

 岩手県県土整備部によりますと、「久慈・盛岡間90

分構想においては、高速道路を利用した幹線ネット

ワークを設定しているところであるが、国道281号に

ついては沿線市町村の交流と物流を担う交流促進型広

域道路として、今後とも改良整備に努めてまいりた

い」と伺っているところであります。 

 市といたしましては、これまで、地域高規格道路と

しての整備拡充のほか、平庭トンネルの整備をはじめ、
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地域住民が安全・安心して利用できるよう、抜本的改

良整備について国及び県に対して要望してきたところ

であります。 

 今後におきましても、国道281号整備促進期成同盟

会等を通じて関係市町村と連携し、一層の整備促進が

図られるよう強く要望してまいりたいと考えておりま

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

質問にお答えいたします。 

 初に、久慈小学校改築についての進捗状況であり

ますが、さきの新政会代表、木ノ下議員にお答えしま

したとおり、現在、設計業者をプロポーザル方式によ

り選定することとし、指名業者に技術提案書の提出を

依頼しているところであります。 

 ９月中旬に設計業者選定委員会を開催し、設計業者

を決定する予定であり、平成23年度建設工事の着手を

目指してまいりたいと考えております。 

 後に、新野球場建設のための検討状況についてお

答えをいたします。 

 現在、庁内各部と連携を図りながら、建設の見通し

について検討をしているところであり、交通の利便性

や法的規制等の立地条件の整理と建設事業費の積算が

必要なことから、今議会に基本調査に係る経費の予算

措置をお願いし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）  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、何点か再質問いた

します。 

 職員管理に関ってでありますが、健康管理は重要で

あると思っておりますが、 近、配布いたしました今

年度の職員録には、総務課づけ職員が多く掲載されて

おります。この総務課づけとしている理由と現状につ

いてお伺いしたいと思います。 

 次に、八戸線のスピード化についてでありますが、

いろいろ取り組んでいるということで、頑張っていた

だいていると思いましたが、この久慈から八戸のみな

らず、八戸から気仙沼までもスピード化が必要だと思

っております。鉄路では気仙沼まで八戸から235キロ

ありまして、時間については約７時間を要すると、こ

ういうことになっておりますが、ここでもやはりス

ピード化を図り、この観光客を多く呼び込むという考

え方も必要かと思っておりますが、この八戸から気仙

沼までのスピード化についての考え方についてもお伺

いしたいと思います。 

 次に、地場産業、小久慈焼に関ってお伺いしますが、

残念なことに連休のイベント中止ということでござい

ました。これまでも市長も答弁でありましたが、200

年の伝統を誇る地場産業、この久慈の観光振興にも一

翼を担ってきておりますが、相談も何回かしていると

いうようなこともありましたが、可能であればその訪

問の相談等の内容等が答弁できましたらお伺いしたい

と思います。 

 平庭地区観光についても再質問いたします。 

 白樺林の下刈りあるいは枝打ち、あるいは県へ芝生

施設を要望しているということでございましたが、ど

うか市としても、市単独でもできるだけ金をかけない

観光施設の充実策を探していただき、この平庭の高原

観光地に力を入れていただきたいと思っておりますが、

付近にありますこの瀬月内ダム、非常にいい場所にあ

るわけですが、この利用権利、使用権利というのがあ

るかと思いますが、どのようになっているのかお伺い

したいと思います。 

 次に、教育行政について２点再質問いたしますが、

この久慈小学校改築設計に入るというようなことでご

ざいました。この設計が完了した場合には、議員全員

協議会などでの説明の場があるかどうかをお伺いした

いと思います。 

 ２点目に、新野球場の建設についてでありますが、

補正予算等で前向きな動きをしていただいております

けれども、この委託約1,200万の補正予算案が出てお

りますが、この委託料については野球場単独のものか、

あるいは総合運動公園的なものかをお伺いしたいと思

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）  １点目につきましては、

職員管理につきまして、総務課づけになってる職員の

実態とその理由ということでございました。総務課づ
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けになってる職員は大別して二つございます。 

 一つは他団体等に派遣する場合に、総務課に席を置

きまして、それから派遣しているのが実態でございま

す。それから、もう一つは休職している者、病気とか

けがで休職している者は総務課づけとなってございま

す。これにつきまして、部設置条例等におきます条例

等による各部の定数、それから課等についての行政規

則といいますか、それらにおきまして、いわゆる現場

でいずれその実態に合わせた職員を 小限というより

も、まず今、適正な配置というふうな格好でありまし

て、通常いわゆるそういうふうな休職における職員、

それから他団体に派遣している職員は総務部の定数に

おいて、派遣したり休職になってございます。したが

いまして、総務課づけになってるものでございます。 

 ちなみに現状ということでございましたので、平成

21年度の数字で申し上げますと、20日以上の病休者18

名ございます。 

 以上でございます。 

○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）  ＪＲ八戸線のスピー

ド化について、気仙沼までのスピード化もあわせてと

いうお話ちょうだいいたしましたけれども。実は八戸

線そのものは、ことし全線開通80周年という歴史のあ

る線区でございますが、ついこの間まで腕木式の信号

とかタブレット式の閉塞っていうか、それを使っての

運行しておったという歴史的な経緯がございます。そ

れらはどうしてなのかということもいろいろ問い合わ

せしましたところ、やはり車輌の大型化を進めたいん

だけれども、実は基板が弱いと。こういうことでなか

なかこれについては改善できないというふうなことで

ございます。 

 今現在、キハ40型とか48型とかっていう気動車が入

っているようですが、これについてももっと大きなの

を入れればということなんですが、なかなかそういう

土台となる軌道が弱いということでございますので、

スピード化についてはなかなか無理なところがあると

いうことでございます。 

 また、気仙沼までにつきましては、三陸鉄道とＪＲ

相互に乗り入れという形をとらなきゃいけません。そ

ういうことで季節的には列車を運行しておりますが、

そこのところのハードルもお互いにあるものだという

ふうに考えております。あれやこれやありますが、ス

ピード化についてはこれまでどおり、ＪＲのほうに要

望してまいりたいというふうに考えております。 

 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

からは小久慈焼についてのご質問がありました。先ほ

ど市長のほうからご答弁を申し上げましたとおり、こ

れまでもさまざま相談等に適宜対応してきたというこ

とで、その内容についてわかればと、こういうことで

ございましたが。その内容でありますけれども、経営

に対する相談、こういったものがございました。ある

いは資金活用の相談、さらには会社などのこの統合関

係についての相談と、そういったものについて対応し

てきたところであります。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  田老山形総合支所長。 

○山形総合支所長（田老雄一君）  私からは平庭高原

の観光資源、観光施設に関ってのご質問にお答えした

いと思います。 

 先ほど市長のほうからもお答えしましたけれど、平

庭高原の観光資源は、自然環境とか景観であるととら

えております。この自然や景観の保全が一番重要であ

りまして、去年から緊急雇用を使いまして、白樺にツ

タが絡まってるツタをとるとか、あと草木に隠れてい

ますレンゲツツジの花が咲かなくなっている状況です

ので、その辺の整備とかをしておりますが。 

 あともう一つ、広い草原というのがありまして、富

士見台、これもかなり草原が少なくなっておりますの

で、その辺も草原を広げるような整備をしております。 

 先ほどダムについての質問がございましたが、これ

は九戸村のかんがい用のダムでありまして、水の使用

時には水位の変化が非常にあるということで危険を伴

うことから、現時点では観光施設としては難しいので

はないかという話もあります。 

 ですが、一方では久慈川漁業協同組合さんのほうで

ワカサギをちょっと放してみたいなというような話も

きておりますので、その辺も視野に入れながら今後進

めていきたいと思っております。 

 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）  ２点の質問をいただきまし

たが、まず１点目、 初に野球場についての件につい
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てお答え申し上げたいと思いますが。 

 今回の補正予算でお願いしますのは、野球場のみの

建設というふうなことを想定しておるもんでございま

す。 

 それから、 初に質問がありました久慈小学校の設

計について、全員協議会のようなものでの説明の用意

が、お考えがあるのかということでございますが、久

慈小学校のこの改築事業に関っては、学童保育所とあ

わせて改築するものだというふうな基本的な考え方、

あるいは学校の規模、それから地域の特色とか風土を

生かした施設というふうな機能的にいいもの、経済的

な施設といったようなさまざまな考え方をもって設計

等していくわけでございまして、その内容について一

つひとつ、しっかりとチェックをしながらやっていく

わけでございまして。現在のところ、それらについて

は内部で対応しながら進めていきたいというふうに考

えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  職員管理についてですが、こ

の接遇、研修等やってると、頑張ってもらっておりま

すが、内部評価ではいいかなと思っておりますが、外

部の客観的評価はどうなっているのかということを、

わかりましたらお伺いしたいと思います。 

 次に、平庭地区の観光振興でございますが、瀬月内

ダムについては水面だけじゃなく、周りの環境整備も

また一つのいい観光施設になるかなと思っております

ので、その辺どう考えているのかお伺いしたいと思い

ます。 

 また、この平庭白樺林が非常にいいわけですが、私

も時々この国道を通るわけですが、その際に、前には

白樺林の間からこの瀬月内ダムが見えて非常に景観が

いいなと思っておりましたが、どうも 近見えなくな

ってるなと思っておりますが、この枝打ち等はやって

るわけですが、この赤松とか雑木の間伐等まではいか

ないのかどうかお伺いしたいと思います。 

 野球場について再度ですが、この委託先1,200万、

かなり大きい額ですが、決定はどのように、委託先の

決定をどのように進めようとしてるのかお伺いしたい

と思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  職員の態度に係る外部評

価というふうな話でございます。いずれ、これにつき

ましては市長への手紙とか、それから各部各課、これ

につきましてはいろいろなご意見、苦情のたぐいにつ

いても日々寄せられているのが実態でございます。こ

れにつきまして、したがいまして外部のいわゆる講師

等も招きながら、接遇については研修等もやってると

ころでございますし、それから各部各課におきまして

も、いずれ先ほど市長からご答弁申し上げましたとお

り、いずれ窓口を中心にしまして、丁寧な接遇につい

ては日々研さんに心がけているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  田老山形総合支所長。 

○山形総合支所長（田老雄一君）  先ほどのダムの周

辺の観光化ということですが、あの周りに桜等も植え

てますので、その辺どうかなと思いますが、今、２年

くらい前から、県の音頭で市内の登山山岳協会等のボ

ランティアを入れまして、安家森、それから遠別、そ

して平庭岳とコースをつくっておりまして、中高年の

登山関係の方の誘致をしながら、誘客を図っていきた

いと考えておるところであります。 

 それからもう一つ、伐採の関りですが、ここは県の

自然公園ですので、大きな伐採というのはかなり難し

いところがありまして、枝払い程度で今進めていると

ころであります。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  野球場の建設にかかわっ

ての調査の業務委託の業者の選定の仕方ということで

ございますが、コンサルに委託するわけでございます

が、そういった実績のある野球場とか類似施設の実績

のあるコンサルを調査いたします。そして、その際に

は今回調査する内容、それらのことについて成果、実

績のあるといいますか、そういった能力のあるコンサ

ルを設定していきたいと思っております。 

 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）  その白樺林ですが、私的な考

え方でなく法的にもあるいは規則的にも県立公園だか

ら切れないというのじゃなく、ひとつ努力してみて景

観をさらによくしてもらいたいと思いますがその考え

方と。 

 野球場ですが、外部委託で専門家にやるわけですが、
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ぜひ内部にもかなりの専門家おります。市役所の中に

も。委託の調査が上がってきた、完了したときに、そ

れをチェックしたり見るためにも、内部でも検討を同

時に進めてて、ひとつ、いい調査資料を生かせるよう

なことで進めてもらいたいと思いますが、考え方をお

伺いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  田老山形総合支所長。 

○山形総合支所長（田老雄一君）  県と打ち合わせし

ながら、できるかどうかいろいろ検討してみたいと思

います。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  野球場のこの委託の件でご

ざいますけども、これは専門的な業者等にお願いする

こと、それからやはり内部でもさまざまな角度から検

討してまいると、関係各部との連携を図りながら対応

してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○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、本日の日程は終了

いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後３時27分   散会   
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