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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。清風会代表、堀崎松男君。 

    〔清風会代表堀崎松男君登壇〕 

○15番（堀崎松男君）  私は、第25回定例会に当たり

まして、清風会を代表し、市政全般について一般質問

を行います。 

 初めに、新年度予算編成について。山内市長は、平

成18年３月、２市村合併以来、新しいまちづくりと地

域発展のために鋭意取り組んでおるところでございま

すが、合併後６年目を迎えるに当たり、平成23年度の

予算編成に当たって、その考え方と重点施策について

お示しください。 

 次に、合併補助金及び合併特例債について。合併推

進体制整備補助金の使途と合併特例債の利用状況につ

いてお示しください。 

 次に、宝くじ普及宣伝事業について。地域公民館建

設やコミュニティ助成の当市における主な内容と、平

成20年度の助成金額、助成メリット及び平成23年度の

事業の状況についてお聞かせください。 

 次に、市民バスについて。ＪＲバス撤退後３年間を

経過しましたが、新年度の運行見通し及び試運転を実

施したと思われますが、その結果と、地域からの要望

事項への取り組みについてお聞かせください。 
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 次に、福祉行政について２点お伺いいたします。 

 １点目、ひとり暮らしの高齢者を守る対策について。

少子高齢化や核家族化が進み、増加するひとり暮らし

の高齢者の実態と守る対策についてお示しください。 

 ２点目、第５期介護保険計画について。当市の計画

内容と決定時期の見通しについてお示しください。 

 次に、火葬場について。新火葬場建設場所が、夏井

町鳥谷地内宮城球場跡地に広域連合議会で決定されま

したが、建設計画と現火葬場の利用について及び住民

説明会等で要望のあった事項とその対応についてお聞

かせください。 

 次に、ごみ焼却場について。新しいごみ焼却場は、

建設に向けての新広域連合を立ち上げ検討していると

ころですが、建設見通しと完成後の現ごみ焼却場及び

終処分場の活用についてお示しください。 

 次に、異常気象による一次産業への影響について。

春先から高温、高水温が続き、現在も続く気象状況に

なっております。そこで、水稲及び畑作物の生産状況

と水産物の水揚げ状況、その影響と対策についてお聞

かせください。 

 次に、ＴＰＰについてでございますが、政府は、関

係国との協議を開始することを検討しております。Ｔ

ＰＰは、完全な貿易自由化を目指した協定であり、交

渉を進めようとする動きに対しまして、生産現場では

不安と動揺が生じています。農林水産業や地域社会は

壊滅的な打撃を受けることになると思われますが、仮

に参加した場合の当市産業への影響とその対応をどの

ように考えているかお聞かせください。 

 次に、産業振興について。当市における農商工連携

の６次産業の振興策についてお示しください。 

 次に、森のトレーについてでございますが、いわて

森のトレー生産協同組合の損害賠償訴訟敗訴後の市の

対応と今後の取り組みについてお示しください。 

 次に、道路整備について５点お伺いいたします。 

 １点目、市道久慈夏井線についてでございますが、

この市道久慈夏井線、久慈東高校から夏井町早坂間で

ございますが、この件につきましては幾度となく議会

でも取り上げておりますけれども、昭和29年２町５村

合併時からの要望事項のあった路線でございます。今

まで路線の決定あるいは整備方法が示されております

が、町民は早期着工に向け待ち望んでおるところでご

ざいます。早期着工に向けての整備見通しについてお

示しください。 

 ２点目、市道川井関線の工事の進捗状況と整備見通

しについてお尋ねいたします。 

 ３点目、下長内旭町線の完成が今年度見込まれてお

りますけれども、その完成時期と交通安全対策は万全

かお聞かせください。 

 ４点目、国道45号線侍浜町北野地区の歩道の整備が

必要だと思われますが、その考え方についてお伺いい

たします。 

 ５点目、国道395号線夏井町鳥谷地区の歩道整備に

ついては、既に測量も実施され、地域住民の説明会も

済みましたが、着工に向けての進捗状況についてお聞

かせください。 

 次に、雨水排水対策について。 近のゲリラ豪雨等

による雨水排水対策の必要のある河川の把握をしてい

るか。また、河川の堆積土砂の除去をすべきと思うが、

その取り組みについてお聞かせください。 

 次に、除雪対策について。ことしも降雪の時期を迎

え、除雪作業の障害となることが予想されます。マン

ホール等の段差解消対策は万全かお聞かせください。 

 後に、教育委員長にお尋ねいたします。 

 初に、久慈小学校の改築に向けたスケジュールと

進捗状況についてお示しください。 

 次に、学校再編については鋭意努力していると思わ

れますが、再編見通しと今後の取り組み状況について

お示しください。 

 次に、山形小学校は町内１校に向けて着々と進んで

おる段階でありますが、校舎も古く、一部改修して使

用している状況にあります。改築すべきと思われます

が、見通しについてお示しください。 

 次に、空き校舎の利活用についてでございますが、

学校再編に伴う空き校舎の閉校時には利用できるよう

な態勢をとるべきと思われますが、具体的にお示しく

ださい。 

 後に、市営野球場の建設についてでございますが、

野球場の建設に向けての場所の決定についての調査の

進捗状況と今後の建設見通しについてお伺いいたしま

す。 

 以上で清風会を代表しての一般質問を終わりますが、

誠意ある答弁をお願い申し上げ終わりといたしま

す。癩癩失礼しました。先ほど宝くじの宣伝事業に

ついてですが、先ほど22年度の助成金額と言うところ
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を20年と言いましたので、訂正願います。それから、

先ほど教育委員長と言いましたけれども、教育長に改

めて訂正願います。 

 以上で終わります。 

○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）  清風会代表、堀崎松男議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、新年度予算にかかわる重点施策につきまし

ては、昨日の政和会代表、佐々木議員にお答えいたし

ましたとおり、今年度創設をいたしました小児用肺炎

球菌ワクチン・子宮頸がんワクチン予防接種助成事業、

また、小学生まで拡大した医療費助成事業及び久慈小

学校改築事業などのほか、現在策定中の久慈市総合計

画後期基本計画に基づく諸施策の推進を図ってまいり

たいと考えております。 

 次に、合併補助金及び合併特例債についてお答えを

いたします。 

 まず、合併推進体制整備補助金の使途についてであ

りますが、新市建設計画に基づく事業で、合併に伴い

必要が生じたものとして、小中学校への教育用コンピ

ューターの設置、旧市村の戸籍システムの統合を行っ

たほか、今年度につきましては、合併五周年記念式典

や、北三陸くじ冬の市などの合併五周年記念事業、及

び中高生海外研修派遣事業に活用しているところであ

ります。 

 次に、合併特例債の利用状況についてでありますが、

これまで地域コミュニティ振興基金への積み立てをは

じめ、街なか再生推進事業、学校給食センター改築事

業などに活用したところであり、今年度は久慈小学校

改築事業、下長内旭町線整備事業などへの活用を予定

しているところであります。 

 次に、宝くじ普及宣伝事業についてお答えをいたし

ます。 

 財団法人自治総合センターが行いますコミュニティ

助成事業につきましては、昭和60年以来、市及び町内

会等が事業主体となり、除雪機の整備や伝統芸能活動

用備品等の整備など58事業、１億5,695万円を実施し

ております。 

 このうち、霜畑自治会や天神堂、横沼、堀切の各町

内会が7,635万円の助成を受けまして、コミュニティ

センターを建設したところであります。また今年度は、

田屋町内会など４団体が780万円の助成を受けて、除

雪機や防犯灯などの整備を行ったところであります。 

 この助成制度は、少ない負担で地域コミュニティ活

動の推進が図られる利点があるものととらえており、

毎年度、多くの希望が寄せられているところでありま

す。しかし、現段階では、平成23年度事業の実施詳細

が公表とされておりませんことから、事業募集の通知

があり次第、速やかに対応できるよう態勢を整えてい

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。 

 平成20年４月から６方面、11路線で運行しておりま

す市民バスにつきましては、これまでの運行実績や本

年８月から10月まで実施した運行の実証実験の結果を

踏まえ、来年度以降の運行形態や運行経路等の抜本的

な見直しを進めてきたところであります。 

 具体的には、新町循環線の津内口から宮田までの区

間にデマンドタクシーを新たに導入するほか、実証実

験を踏まえた増便や乗りかえの利便性の向上を図った

ほか、利用料金の限度額を500円に設定するなど、利

用促進にも留意したところであります。 

 一方、利用実績の少ない路線の廃止や減便による運

行経費の削減を余儀なくされたところもありますが、

引き続き、公共交通機関としての役割を維持・存続で

きるよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、ひとり暮らし高齢者を守る対策についてお答

えをいたします。 

 市におきましては、平成19年度から民生児童委員と

ともに、災害時要援護者支援事業を進めているところ

であり、ひとり暮らし高齢者等の地域で見守りが必要

な方に対し、安否確認や災害時の避難を円滑に行える

よう取り組んでまいったところであります。 

 さらに、「地域、みんなで支えあうまちづくり」を

基本理念とする久慈市地域福祉計画を策定したところ

であり、町内会等を対象に説明会を開催し、同事業や

ふれあいサロン事業等の地域での取り組みを推進して

いるところであります。 

 今後におきましても、久慈市社会福祉協議会等関係

団体と連携し、高齢者が安心して暮らすことができる

よう、地域での支え合いを拡大してまいりたいと考え

ております。 

 次に、第５期介護保険事業計画についてお答えをい

たします。 
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 介護保険事業計画は、介護保険法に基づき、国の基

本指針に即して、３年を１期とし、保険者において策

定することとされておりますが、次期介護保険事業計

画では、これまでの記載事項に加え、地域の実情に応

じて優先すべき重点事項を盛り込む見通しであると久

慈広域連合介護保険課から伺っているところでありま

す。 

 なお、策定時期につきましては、平成24年３月を予

定していると伺っております。 

 次に、火葬場についてお答えをいたします。 

 火葬場建設計画につきましては、昨日の政和会代表、

佐々木議員にお答えいたしましたとおり、本年度に事

業着手し、測量調査、用地取得、基本設計等を行い、

平成23年度及び24年度に実施設計、建設工事を行い、

平成25年度のできるだけ早い時期に供用開始を目指す

計画であると久慈広域連合から伺っております。 

 また、現火葬場の利活用でありますが、現時点では

未定であり、今後、検討していく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、ごみ焼却場についてお答えをいたします。 

 新ごみ焼却場の建設見通しについてでありますが、

岩手北部広域環境組合で策定した地域循環型社会形成

推進地域計画では、熱回収施設、いわゆるごみ焼却施

設については、平成30年度供用開始に向け、平成28年

度から29年度にかけて九戸村に建設する計画となって

おります。 

 また、現ごみ焼却場の利活用につきましては、新焼

却施設完成後においては、現施設を解体し、ごみ収集

の中継基地となるサテライトセンター及び資源化施設

を建設する計画となっております。 

 また、 終処分場につきましては、広域化の方向で

検討することとされてはおりますが、現在の 終処分

場については、新たな施設が整備されたとしても、今

後とも管理されていくものであります。 

 次に、ことしの異常気象による第一次産業への影響

についてお答えをいたします。 

 まず、水稲の生産状況でありますが、22年産の岩手

県北地域の作況指数は103となっておりますが、高温

によるカメムシの活発化による被害が発生している状

況と認識いたしております。 

 次に、畑作物についてでありますが、当市の基幹作

物でありますホウレンソウは、７月から８月の高温に

より、新岩手農業協同組合久慈営農経済センターへの

出荷量は11月末で前年同期比77％に減少しております

が、キュウリ等果菜類においては、前年を上回る出荷

量となっているところであります。 

 飼料作物につきましては、発育・収穫量とも平年並

みの作柄と認識しているところであります。 

 次に、水産関係についてでありますが、水産物の水

揚げ状況は、11月末までの市営魚市場の水揚げ量が対

前年度比86.9％、また、水揚げ金額が対前年度比

106.2％となっております。 

 要因は、猛暑による海水温の上昇から、主要魚種で

あるスルメイカの夏場の水揚げが落ち、また、秋サケ

漁が本格化するのに例年より２カ月以上おくれたこと

から、水揚げ量が減少したものととらえております。 

 一方では、水揚げ金額は単価が堅調に推移し、前年

度を上回っている状況となっております。 

 次に、ＴＰＰについてお答えをいたします。 

 ＴＰＰに参加した場合の当市産業への影響と対応に

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、ＴＰＰへ

の参加により関税が撤廃された場合、当市における農

林水産物への影響見込みは、約48億円減少すると試算

しており、生産現場は混乱するものと思慮いたしてお

ります。 

 いずれにいたしましても、農林水産業はもとより、

その関連産業を含めた地域産業に対し、多大な影響を

及ぼすものと懸念されますことから、去る11月18日に

は、東京都において、東北市長会による要望行動を行

い、ＴＰＰ参加について慎重かつ適切な判断をされる

よう求めてまいったところであります。 

 今後におきましても、市長会等を通じて必要により

要望活動を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 農商工連携による６次産業の振興策についてであり

ますが、農商工連携は、豊かな農林水産物資源の活用

に加えて、生活文化を融合させるなど、農林漁業者と

商工業者が、お互いの技術やノウハウを持ち寄り、新

しい商品やサービスの開発・提供・販路拡大等に取り

組み、地域活性化を図るものであるととらえておりま

す。 

 県北広域振興局農政部が調査した農商工連携に区分

される市の経営体は11経営体であり、現在も事案が継
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続していると伺っているところであります。 

 今後におきましても、県が創設した事業が活用でき

るように関係機関、団体等と連携を密にして取り組ん

で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。 

 損害賠償訴訟敗訴後の対応と取り組み状況について

でありますが、昨日の新政会代表、澤里議員ほかにお

答えいたしましたとおり、判決後、今日まで岩手県・

弁護士・金融団との意見交換や、いわて森のトレー生

産協同組合の財産状況、債務整理の方針を確認してい

るところであります。 

 今後は、組合の資産や債権・債務の整理状況や補助

金返還資力の有無などを見きわめ、未収金債権の回収

に向けて全力で取り組んでまいる所存であります。 

 次に、市道久慈夏井線の整備見通しについてお答え

をいたします。 

 市道久慈夏井線の整備につきましては、これまで、

岩手県に対し、県代行事業での整備が図られるよう要

望してきたところであります。県北広域振興局からは、

県全体の道路整備計画で検討するが、早期の事業化は

難しい状況であると伺っているところであります。 

 市といたしましては、これまで県担当課と検討会を

重ねてまいりましたが、災害時の代替機能確保や広域

的な整備効果等に係る課題について検討を加えるよう

指導いただいているところであり、さらに調査研究を

重ね、努力してまいりたいと考えております。 

 次に、市道川井関線についてお答えをいたします。 

 本路線は、交流の基盤となる路線として整備を進め

てきたところであり、計画延長約2,000メートルに対

し、約1,160メートルが整備済みで、その進捗率は

58％となっております。 

 現時点において、事業に理解をいただけない地権者

の相続人が相当数に及んでおり、用地取得には相当の

困難を伴うものと考えておりますが、今後とも関係者

の理解を得られるよう、地元自治会等と協力を図るな

ど、事業完了に向けて努力してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、都市計画道路下長内旭町線の完成見通しと交

通安全対策についてでありますが、現在、電力管の埋

設が終了し、道路路盤工事と並行して上水道管と下水

道管の布設工事が行われております。 

 工事全体のスケジュールは順調に進んでおり、来年

３月中旬には供用開始できるものと考えております。 

 また、交通安全対策といたしましては、岩手県警察

本部交通部交通規制課との協議により、旭町側交差点

の視線誘導標を市で設置し、信号機については県で新

年度の早い時期に設置すると伺っているところであり

ます。 

 次に、北野地区の歩道整備についてお答えをいたし

ます。 

 国道45号侍浜町北野地区の歩道整備につきましては、

昨年度に引き続き、現在当該地区の排水不良区間の排

水路の補修を実施しているところであり、あわせて今

年度、一部区間の歩道整備を予定していると、三陸国

道事務所久慈維持出張所から伺っているところであり

ます。 

 次に、鳥谷地区の歩道整備についてお答えをいたし

ます。 

 国道395号の夏井町鳥谷地区の歩道整備につきまし

ては、昨年10月及び本年３月の２回にわたり住民説明

会を開催したところでありますが、その際、提案され

た意見をもとに、現在、排水系統の見直し等を行って

いるところであり、今年度内に再度の住民説明会を開

催する予定であると、道路管理者であります県北広域

振興局土木部から伺っているところであります。 

 市といたしましては、整備促進について強く要望す

るとともに、でき得る限りの協力を行ってまいりたい

と考えております。 

 次に、雨水排水対策についてお答えをいたします。 

 河川の堆積土砂の除去につきましては、危険度、優

先度等を勘案し、順次取り組んでいるところでありま

すが、今後とも定期的な河川パトロールや住民からの

情報提供をもとに、実施箇所を検討してまいりたいと、

二級河川管理者であります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。 

 これにつきましても、市といたしまして、県が管理

する河川について、状況に応じて堆積土砂の撤去等に

ついて要望してまいりたいと考えております。 

 後に、除雪の障害となる路面とマンホールとの段

差解消についてお答えをいたします。 

 路面の段差につきましては、毎年、降雪時までにパ

トロールや除雪会議等で危険箇所の情報を収集し、補

修工事を行っているところであります。 
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 今後におきましても、除雪時のみならず、常に注意

が必要であるととらえておりますので、道路の安全確

保に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、清風会代表、堀崎松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）  清風会代表、堀崎松男議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、久慈小学校改築についてお答えをいたしま

す。 

 現在、プロポーザル方式により選定した設計業者に

基本設計の策定業務を委託しているところであり、平

成23年２月末には基本設計業務が完了する見込みとな

っております。その後、実施設計等を行い、建設工事

に着手してまいりたいと考えております。 

 次に、学校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、昨日の新政会代表、澤里

議員ほかにお答えいたしましたとおり、これまで２校

の統合が行われ、さらに、平成23年４月には日野沢小

学校の統合が決定されております。 

 また、本定例市議会に繋小学校の統合について提案

しているところであります。 

 そのほかの小中学校につきましては、地区住民や保

護者の意向を踏まえながら、学校再編の基本方針に基

づき進めてまいりたいと考えております。 

 次に、山形小学校の改築についてお答えをいたしま

す。 

 山形小学校は、昭和47年から48年に改築され、築後

37年から38年を経過しておりますが、平成３年度に校

舎の大規模改造工事を、平成20年度には耐震補強工事

を実施しております。 

 今後は、学校再編の状況を見きわめながら、改築に

向け関係部局と協議してまいりたいと考えております。 

 次に、閉校した校舎の利活用についてお答えをいた

します。 

 まず、昨年４月に統合した麦生小中学校につきまし

ては、芸術の振興、むらづくりの推進、子供の健全育

成に寄与することを目的に活動している「あーとびる

麦生」に対しまして貸与しているところであります。 

 次に、本年４月に統合いたしました枝成沢小学校に

つきましては、体育館部分は中央公民館枝成沢分館と

して、また、校舎部分につきましては、市長部局で民

間事業所への貸し付けが決定していると伺っていると

ころであります。 

 平成23年４月に閉校する日野沢小学校及び、今定例

会に統合について提案しております繋小学校の校舎等

の利用計画については、現時点では持ち合わせており

ませんが、今後、地区の方々の意見、提案などを伺い、

市長部局とも協議しながら、施設の有効活用について

検討し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

新政会代表、澤里議員ほかにお答えいたしましたとお

り、現在、６カ所の候補地について、野球場建設の可

否を判断するために基本調査を専門業者に委託してい

るところであります。 

 以上で、清風会代表、堀崎松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。

15番堀崎松男君。 

○15番（堀崎松男君）  何点か再質問を行いたいと思

います。 

 まず１点目でございますが、市民バスの運行につい

て。特にも、ここの３年間運行してきたわけでござい

ますが、その３年間で恐らく各地域から要望事項等が

上がっておると思われますが、その対応を次の運行に

どのようになっておるのかお聞かせを願いたい。ある

いは、その面で、路線の変更あるいは通行時間帯等い

ろいろあろうかと思いますが、出てきておる要望事項

とそれに即した対応の状況についてお聞かせを願いた

いと思います。 

 それから、火葬場の件でございますが、既に夏井町

の球場跡地に決まったわけでございますけれども、こ

れから着工するわけですが、地元の説明会でもいろい

ろと条件が出てきておると思われます。特に私たちの

地元では、景観あるいはそれに付随する地域の排水、

特に鳥谷川に入ってくるという状況の中にありますの

で、その辺の状況については取り上げていただきたい

と要望も出しておりますので、その辺についての考え

方もお聞かせ願います。 

 それから、ＴＰＰの関係でございます。既にきのう

からいろいろと話題として出ておりますけれども、私

は一農業者でもあるし一漁民でもございますけれども、

そういう点で、非常に地元に帰ってもあるいは農業者
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の方々に会っても、私たちを殺すのかというくらいの

立場に立っておるという状況になっておると私は考え

ております。 

 現在の農業の状況を見ましても、やはり農業者の

方々は、現時点でやってももう赤字なのに、またこれ

に追い打ちをかけるのかという感じが見られるという

ことで、私はこのＴＰＰについては考え方として市長

の、これが本当に必要かどうか、個人としての考え方

をお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、市道の件でございますが久慈夏井線、既

に昭和29年ですから56年目に入っているかと思われま

す。半世紀この問題は出てきておると。夏井町民にと

っては合併時からの非常に課題事項のあった事項でご

ざいます。特にも堤防線を使ってると、非常に狭い道

路でございますし、また、冬になるとどうしても河川

のほう、それから反対側、水田とかそういうものがご

ざいまして、たまたま事故が起きておるという状況に

ありまして、この辺を、そしてまた久慈まで来るのに

も非常に大変だということもございます。どうかこの

点につきましては、鋭意努力されまして、やはり早期

に着工できるような態勢をとっていただきたいとお願

いを申し上げたいところでございます。 

 それから395号線、これにつきましても、昨年よう

やく着工に向けての説明会あるいは１次測量が終わっ

たわけでございますが、確かにあの地区、現在、地す

べり地帯でございまして、大雨災害のときにはほとん

どの、普段は水が出てない場所でも水が出てくるよう

な状況になってきております。 

 そういうことで、条件として、やはり排水路を設け

ていただきたいというのが出ております。その辺を踏

まえながら、そしてまた、高規格道路との絡みもござ

いまして、恐らく交差する場所があると思われますが、

その辺も考慮した態勢をとりながら、早期に着工して

いただきたいと。 

 特にも子供たちの冬場の交通、大型が走るともう除

雪して子供たちが通る場所がないというような感じで、

車路を通るという状況になります。そうした状況にあ

りますので、これについては特に再三再四事故も起き

ておりますし、また車も田んぼに飛び込んだりという

ような状況を何回か私も経験しております。どうして

も電線もありまして、田んぼに入ると落ちてしまうと

もう上げられないと、重機で上げられないということ

で、何回かトラクターで引っ張ったこともございます

が、そういう状況になりますので、これについてもひ

とつ早期の完成を目指した着工をしていただきたいと

思います。 

 次に、雨水排水でございます。ご承知のとおり、

近のゲリラ豪雨非常に多いわけでございますが、特に

４河川合流してきております場所の砂の撤去がないと

いうこともございますけれども、どうしても上流に堆

積土砂がたまるという状況にございまして、昨年も一

部ゲリラ豪雨時に避難命令が出まして、堤防決壊まで

はいかなかったんですが、水が上がったという状況に

もあります。その近辺を含めて、あるいは、それから

枝線に入る小さな河川の土砂、その辺も見ながら除去

に努めるべきと思いますが、これについて再度お願い

をしたいと思います。 

 それから市営野球場、これについては昨日来いろい

ろと出されております。私は、総合運動公園化構想を

見据えた、おそらく欲しいなという自分なりには思っ

ておりますが、この総合運動公園化を見据えた箇所、

面積を持っておる６カ所なのかどうなのか、その辺を

含めて、特に中学校の陸上大会なんかは一戸に行って

過去２年間ぐらい実施をしております。私も２年続け

てその大会のほうにも行ってきましたけれども、非常

に、何といいますか、九戸の大会なのに二戸に行って

やってるという状況にございますので、その辺も考慮

に入れた野球場を含めての建設を目指すべきと思われ

ますが、その考え方についてお尋ねいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ＴＰＰに対して私の見解を述

べよと、こういうご質問をいただきました。これは個

人としても、また市長としても、ＴＰＰに無条件で参

加した場合、我が地域のみならず、国内の第一次産業

あるいは経済全体に与える影響は大変に多いものと考

えているところでありまして、ＴＰＰについてはしか

るべき議論をしっかりと行って、国民の理解を得た上

で行われるべきものと考えております。 

 したがいまして、現時点では、先ほどもご答弁申し

上げましたとおり、ＴＰＰ参加について強く意見を申

し述べてまいりたいと考えております。 

 それからもう一点、久慈夏井線についてであります。

これに対する取り組みについては、先ほどご答弁を申
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し上げたものでありますけれども、これは旧久慈市が

その以前、２町５カ村で合併した際に、夏井地区の

方々からの強い要望があったということを承知いたし

ております。 

 これを受けて、旧久慈市は、一定の整備は行ったと

いうふうにも承知をしているところでありまして、こ

の50年間にわたって一切何もやらなかったということ

ではないわけであります。ただしかし、その後自動車

交通が発達をしてまいりまして、その自動車交通に耐

えられる路線であるのかということになると、これは

また話は別でありまして、私どもも議員と同様なスタ

ンスに立って整備を進めてまいりたいと、このように

考えております。そのために県代行事業等々の導入を

願っているものでありまして、これからも粘り強く、

そして積極的にこの導入に向けて頑張ってまいりたい

と考えております。 

○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）  私からは、市民バス

についてお答え申し上げたいと思います。 

 23年度以降の新たな運行経路、ダイヤ等の編成につ

いての地区からの要望の反映という趣旨でのご質問だ

というふうにとらえてお答えしたいと思いますが、今

のところ、各地区のほうに入りまして住民の皆様と懇

談したのは、実証実験を開始する直前の懇談会を開催

しておりまして、それらのところとかそれ以前の要望

等踏まえましたところ、ある地区から、集落を巡回す

るような路線を設定していただけないでしょうかとい

うようなご希望がございました。 

 ただ、これについては、急傾斜地が含まれている関

係で、冬季間走れるかどうかということで、今年度の

冬場の実験をした上で、地元のほうにはお答えをした

いというような回答を申し上げてるような状態でござ

います。 

 そのほか、よく言われるのは利用しやすいような運

行時間の設定をしてほしいというようなことはいろい

ろ要望されておりますが、私どもといたしましては、

通学と通院関係のところに焦点を絞ったような運行と

して市民バスを運行したいというようなことで、皆様

にはご理解いただけるように説明してまいったような

次第でございます。 

 主なところはそういうところで私どものほうではと

らえておりますので、ご理解賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  火葬場にかかわって

のご質問にお答え申し上げます。 

 夏井地区の住民説明会において、鳥谷川や青線の改

修整備がされるよう、関係機関に働きかけていただき

たいという要望をいただきまして、広域連合では関係

部に説明をしているということで伺っております。 

 なお、排水処理については、設計の段階で適正な処

理方法を検討すると、久慈広域連合から伺っていると

ころでございます。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  私からは、395号の歩道整

備にかかわってのご質問にお答えをしたいと思います。 

 確かに議員おっしゃるとおり、395号の鳥谷地区の

南側斜面から土砂崩れ、地すべり地帯ということで、

土砂が流出したことも承知してございます。またその

排水対策についても、非常に大事だということも地元

の住民からもいただいておるところでございます。 

 いずれ県といたしましては、今年度中に再度の住民

説明会を行って、計画の了解を得たいというふうなこ

とを聞いておりますので、市といたしましても、そう

いったことを念頭に置きながら、県のほうにも強く要

望してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、雨水のゲリラ対策にかかわってのことで

あります。 

 河川整備にかかわって久慈湾の河口が閉塞するとい

うこともあって、上流の河川、非常に土砂が堆積する

ことがあるわけでありますが、現在、県といたしまし

ては住民とのボランティア等々で、今長内川、久慈川、

そして、夏井川の下流地区ですか、大崎地区でありま

すが、河川の両側の支障木の伐採等を今やっておりま

す。そういったかかわりの中で、県のほうでも土砂の

堆積等の撤去をやっているところでございます。そう

いった住民のボランティアとのかかわりの中で、いろ

いろ県でも土砂撤去について積極的に 近動いている

という事情がございます。私どもといたしましても、

そういった事業等とも連携しながら、この土砂撤去に

ついて県のほうにも強く要望してまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上であります。 
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○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  市営野球場の件についての

ご質問にお答え申し上げますが、きのうもお答え申し

上げましたとおり、野球場については、これは将来的

に今の野球場が仮設であるということから、将来的に

はどうしても必要であるというふうに私のほうでは認

識を持っているところでございまして、それができれ

ば平成28年の岩手県で開催される、内定しております

国体に間に合うことが理想的であるというふうに思っ

ているわけでございます。それらを目指しながら、目

的としながらも、今調査を進めている段階であるわけ

です。理想的には、きのうもお答え申し上げましたが、

野球以外のそれ以外の競技ができる施設もその近辺に

あることによってそれぞれが相乗効果と申しますか、

利用効果が高まるというふうにはなるわけでございま

す。 

 そうした中で、先ほど陸上競技場のお話をいただき

ましたが、これは一戸のお話でございますけども、い

わゆる全天候型でのトラック、これが当市にはないわ

けでございますから、そういったことになっているわ

けでございますけども、そういったところも必要なの

かもしれませんが、それはそれとして、現在、平沢に

ある陸上運動場、総合運動場、あそこをいろいろと改

善しながら、そういった方向に持っていければいいの

かなというふうに思っているところでございまして、

現在進めております市営野球場の調査、これについて

は野球場の建設が可能かどうかを調査するというふう

なことで進めておるところでございますから、総合運

動公園という広いエリアを対象にしているというふう

なものではございません。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  15番堀崎松男君。 

○15番（堀崎松男君）  再々質問をしたいと思います

が、１点お聞かせ願いたいのは、下長内旭町線の関係

で交通安全対策、あえて私、交通安全対策と、当局の

ほうにも信号機の設置とか、そういうのについては非

常に大事だということは言っておりますが、現在使っ

ている日当の踏切の路線で、あそこを今後どういうふ

うに通行体系をとるのかというのが第１点、それから、

それに絡みまして、源道地区の方々、子供たちが、現

在、小学校に通う場合にどちらから回っても、かなり

の距離を迂回しなきゃならないような状況になってお

ります。 

 ですから、私は日当道路の関係、踏切の利用の仕方

と、それから、あえてバス路線を恐らく変更するでし

ょうから、新路線になると思いますが、その際にあの

路線をどういうふうに使っていくかという状況と、も

し閉鎖とかそういう状況になるのであれば、子供たち

が完全に新しい道路を通らなきゃならないということ

になると、かなりの距離になります。湊小学校までで

すね。 

 ですから、私は踏切路線を考えていただきたいと、

もしその場合には考えていただきたいのは歩道設置の

問題、歩道橋でできるような感じをとらなければ小学

校に通う、特に小さい子供たちは大変だなと思います

ので、この考え方について、もし取り組みできるのか

できないのかということも含めまして、ひとつお願い

をしたいと、聞かせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  下長内旭町線の完成に伴っ

ての日当線の踏切の通行というふうなお話でございま

す。 

 結論等々はまだ出てはおりませんけれども、今現在、

新井田のつきのきさわ電器さんですか、あそこから入

っていく路線があるわけでありますが、そこが今非常

に道路が狭小、狭くて、湊のほうから来る、右折する

場合の右折路線が非常に狭いということで、今度下長

内旭町線が完成した際には、そこの通行をどうするか

という部分での協議が今警察のほうから来ております。

右折することについて、今後交通量調査等をしながら

判断をしていくというふうに聞いてございます。 

 ただ、踏切を通さないというふうなことではなくて、

通行の形態を研究するというふうなお話は伺ってござ

います。 

 それから、そのほかにもまた新井田のほうに、これ

は通学路になっている踏切があるわけでありますけれ

ども、こういったＪＲのほうからそういった踏切のあ

り方についていろいろと協議がございます。 

 ただ、市としてはそういった通学路、それから、市

道の絡みの中で踏切については残していただきたいと

いうふうな要望等を常々やってきておりますので、今

後につきましてもそのような要望についてＪＲのほう

にもしてまいりたいと、閉鎖ということではなくて通



－84－ 

行を許可してもらうような方法でもってお願いをして

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）  ８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  堀崎議員の一般質問に関連し

て、何点か質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、質問項目３の宝くじ普及宣伝事業であります

が、これは当市にも大きな効果があったと回答をいた

だきました。この事業は世界各国、例えば、アメリカ、

ヨーロッパ、先進諸国でも、その益金といいますか、

資金が有効に活用されて、世界的な流れになっており

ます。我が国の21年度の地方助成額の合計は178億円

だったと聞いております。民主政権の事業仕分けで廃

止の判定があった後に全国知事会や国民世論によって、

存続に向けて政務三役のほうから地方に厚く配分しろ

と指示が下って現在に至っておるわけでありますけれ

ども、まだ、先ほど市長から答弁がありましたとおり、

その分で動いていないという状況であります。ぜひ全

国市長会等を通じて早急にこの事業が展開されるよう

に要望をすべきと思いますが、見解を賜りたいと思い

ます。 

 それから、火葬場について何点かお伺いしたいと思

います。 

 法面が他人名義の土地、今度購入するのはグラウン

ド部分、平地の部分と伺っておりますが、法面が他人

名義の土地で、隣接するグラウンドを購入する場合に、

安全、効率的に、将来にわたって利活用できる、この

法律的な根拠があるのかお尋ねをしたいと思います。

１点目。 

 ２点目は、法面用地が抵当に入ったり、宮城建設以

外の他人に渡った場合など、法面工事が保障されるよ

うな宮城建設との法的拘束力のある書面契約等をする

計画があるのかないのか、その点について２点目お伺

いしたいと思います。 

 ３点目は、法面が崩れたのは雨排水が原因だったわ

けでありますけれども、その対策はどのように講じら

れるのか、３点目お伺いしたいと思います。 

 ４点目は、グラウンドの崩落は、現在のところ矢板

で保たれている状況なわけであります。今後、崩落部

分の工事、補強工事等をやるとなると、あそこの地形

上、どうしても火葬場側からの工事以外にないわけで

あります。そういうことを考えますと、今回の火葬場

の工事前に補強工事をして、これから火葬場が使える

年限、補強工事をしないぐらいの工事をしたほうが

良だと思いますけれども、見解を賜りたいと思います。 

 ５点目は、計画が固まった段階で、地元侍浜町民の

説明等を行うべきと考えますが、その点の今後の取り

組みについてお伺いをしたいと思います。 

 次に、質問12番のいわて森のトレーについてであり

ます。 

 トリニティ工業側に債務不履行があったということ

で、25億4,761万5,200円の分と民法所定年５分の遅延

損害金の支払いを求めた裁判は、原告側の主張が全く

採用されない全面敗訴となったわけであります。早い

話がトリニティ工業側には全く非がなかったというこ

とでありまして、しからば補助事業者の県、間接補助

事業者の市と組合側の責任の議論といいますか、話し

合いがどのようになされておるのか、その内容はどう

だったのか、やったとすればお伺いしたいと思います。

１点目。 

 それから、２点目は、市のこれまでの負担金といい

ますか、あるいは補助金返還分の5,929万6,000円と裁

判費用の163万9,734円、今のところはそうだったとい

うふうに私は認識しておりますけれども、今後予想さ

れる分、平成22年度費用分でそれがすべてなのかどう

か、１点お伺いしたいと思います。 

 それから、２点目は、訴訟事務等にかかわって、久

慈市として延べ何人の人がかかわって、人件費がどれ

ぐらいかかったのかお伺いしたいと思います。 

 その次に、あわせて県の併任職員数、職員が派遣さ

れたというふうに言われておりますけれども、平成16

年から22年度まで延べ何人職員が派遣されたのか、ま

た、併任といいますから、その部分について市のほう

からも人件費の出費があったのかどうかお伺いしたい

と思います。 

 その次に、３点目ですけども、事業中断後の決算の

状況、資産合計、負債合計はどうなっているのかお伺

いしたいと思います。 

 ４点目は、補助金適正化法第17条２項では、間接補

助事業者に、仮に義務違反や法令違反があった場合、

補助事業者が間接事業者に適切な指導監督を行ったと

しても、補助金の取り消し、返還命令することが国は

できると、こういうふうな考え方だというふうに示さ

れております。県の総括が２回行われております。平
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成16年、それから、22年の10月、裁判以降やっておる

わけですが、契約書の審査、完了確認調査、補助金に

ついて久慈市の関与は限定的なものであったと、こう

証言しております。市の限定的関与をどうとらえてい

るのかお伺いしたいと思います。１点目。 

 また、こういうふうな印刷物で、市が、県が報告を

しておる、早い話でいえば、県の総括を見れば市の責

任はほとんどなかったと、こういうふうに言っておる

わけであります。仮にこれから債権回収ができないと

いうような場合になった場合、これまで７対１の負担

で市がやっておるわけでありますが、私は市の負担、

過失があっても県が全面的な責任を負わなければなら

ないという内容でありますから、補助金適正化法では、

そういうのであれば、ほとんど過失がないということ

になれば、私は市の負担をもっと少ないと主張しても

いいのではないかというふうに考えるわけですが、そ

の点について見解を賜りたいと思います。 

 それから、土木行政、19番、除雪対策でありますけ

れども、この部分についてマンホールの段差の関係が

あります。これ仕切り弁という大きいマンホールの内

径が半分ぐらいのやつがあるんですが、それが非常に

出っ張って危険な状況にあるという、調査しておるの

かどうかちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  森のトレーにかかわってご

答弁申し上げたいと思います。 

 まず、責任の問題でありますが、いずれ本事業につ

いては国の景気対策というふうなことから国の補正予

算事業により事業が実施されたところであります。た

だし、この事業計画が短期間に策定をされ、そして、

生産技術が確立をされているかどうかを確認すること

がなく、国のほうでは補助金の内示を行ったというこ

とであります。事業計画を提出する前に事業の同意を

行ったということが、まず大きな原因の一因だという

ふうにとらえているところであります。 

 また、県、組合がいろいろな事業の計画を策定、あ

るいは事業変更、あるいは抵当権の設定などについて

も、いわゆる市のほうには事前の協議はなかったとい

うふうに認識しているところでありますので、いずれ

この責任については国にも大きな責任があるというふ

うに認識しておりますし、県も同様な責任があるとい

うことだろうというふうに思っているところでありま

す。結論的には、組合が第一義的には大きな責任があ

ったというふうにとらえているところであります。 

 次に、市の限定的関与というご質問でありましたけ

れども、市補助事業の一連の事業に当たって組合に対

する指導に適正を欠いたというふうなことでの会計検

査院等の指摘もあったわけでありますが、そういうふ

うなことを踏まえますと、慎重な完了確認調査等を行

うべきであったのかというふうにとらえております。 

 また、負担割合のご質問もございました。 

 先ほども答弁申し上げておりますが、いわゆる当初

計画の策定、あるいは事業計画の変更、あるいは事業

の実行、あるいは完了確認調査、担保の設定等々の主

な５項目を列挙しながら、県と市の責任の度合いを総

合的に勘案をしまして、県、７対１というふうなこと

でのこういう判断をしたところでございます。 

 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）  私のほうから宝くじ

普及宣伝事業にかかわってのご質問にお答えしたいと

思います。 

 これにつきましては行政刷新会議の事業仕分け第２

弾、第３弾で、いろいろ改善の必要性を指摘されたと

ころでございまして、現在、自治総合センター等で、

その仕組みづくりをしているということで、要綱につ

いてはなかなか私どものほうには参っておりませんが、

ぜひ有利な助成事業でございますので、活用をする上

で早期に事業が推進図られるように機会をとらえて要

望してまいりたいと、こう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）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  火葬場にかかわって

のご質問にお答え申し上げます。 

 まず、法面にかかわってのご質問を何点かいただき

ましたが、これについては仮に崩壊が懸念される事態

が発生した場合には、当該敷地の所有者が対処するも

のというように考えているというように久慈広域連合

から伺っているところでございます。 

 なお、法面にかかわって書面契約を結ぶというよう

なことを久慈広域連合からあるのかというご質問でご

ざいますが、これについては聞いておりません。 

 それから、今現在、矢板で補強されているわけです

が、補強工事を火葬場工事前に工事すべきではないの
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かというお尋ねでございますが、これについては、現

在、用地取得をしようとする場所は平場部分でござい

まして、用地取得の対象外の土地でございますので、

お答えできる立場にないと考えております。 

 それから、侍浜地区への住民説明会についてでござ

いますが、久慈広域連合では説明した内容に沿って、

現在、事業を進めており、現時点では住民説明会を開

催する考えはございませんが、これまでの経過や今後

の進め方については町内会の代表者の方々に今後説明

をしていきたいということでございました。 

 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）  いわて森のトレーにか

かわって私からもお答えいたしたいと思います。 

 まず、弁護士の負担についてでございますけども、

22年度も負担が生ずるだろうと思ってございます。こ

れは組合と弁護士の負担契約がございまして、県と市

で７対１の割合で弁護士が裁判所等に出廷した経費を

負担することになってございます。 

 次に、市のかかわった職員の人数、人件費というこ

とでございました。これについては把握できておりま

せんので、ご了承をお願いいたします。 

 また、県の併任職員数、延べ何人かということでご

ざいますけども、７年間で延べ14人でございます。そ

れで、人件費負担があるかということでございました

が、市の負担はございません。 

 あと組合の決算の状況でございますけども、22年３

月31日現在での経理状況を現在把握してございますけ

ども、まだ精査中でございますが、資産は約20億程度、

負債は約40億程度ではないかなと、現在精査中でござ

います。 

 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）  私のほうから除雪にかかわ

ってのマンホールの段差解消にかかわってのご質問で

ありますが、路面上の突起物といいますか、下水道の

マンホールのほか、そういった上水道の仕切り弁、こ

ういった突起物等々についても確認をいたしていると

ころでおります。既に補修等を終わった箇所もござい

ますし、また、これから積雪期間、これから12月の後

半にかけて調査する地区もございます。いずれ今比較

的早い時期に一応下水道整備を行った地区、こういっ

たところを重点的にパトロールを行っていくことにし

ております。いずれそういった突起物の解消等につい

ては、万全を期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）  ８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  火葬場の関係、所有者に求め

るというふうな考えなんですが、今回の森トレの裁判

でもそうなんですが、 終的にはそれが履行されるか

履行されないかとかいうことになりますと、やはり書

面でしっかり契約なり、取引をしていないと、それが

履行されない、契約がほごにされるということがはっ

きりわかったわけであります。 

 ですから、先ほど言いましたように、将来にわたっ

て十分に法律的にそれがグラウンドが十分使えるよう

な、崩落等があった場合にそこが担保されるような、

工事等もやれるような状況で取引をすべきと思います

が、再度考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、森トレの関係ですけども、森トレの生産

組合の役員の方々は、一般の市民からすれば大変お金

持ちの方だと考えておると思うわけであります。そこ

で、中小企業等協同組合法第38条の３の規定の適用、

それも視野に入れた取り組みをして、一般市民の税金

を無駄遣いしないでほしいと、これが一般市民の県民

の考えではないかと思います。その取り組みについて

の今後の考え方についてお伺いしたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  火葬場についてきち

っと書面で契約を取り交わして取引すべきというご意

見でございます。ただいまのご意見については、久慈

広域連合のほうにお伝えしたいと思います。 

 以上です。 

○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）  森のトレーについてお

答えをいたしますけども、市と組合は債権者と債務者

の立場でございます。法的手続も含めまして、市とい

たしましては未収金債権に向けて全力を傾注してまい

りたいと考えてございます。 

 あと大変おわびを申し上げたいんですが、先ほど組

合の資産合計を「20億」と答弁いたしましたが、「約

29億円」の間違いでございました。おわびして訂正さ

せていただきます。 
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 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ８番畑中勇吉君。 

○８番（畑中勇吉君）  県のほうではこの分で、事案

検証報告書をつくって、ちゃんと総括をしているわけ

ですよ。市のほうでも、やっぱりしっかりした総括を、

検証報告書をつくって、 終的には市民に情報公開を

するべきだと思いますけども、その見解についてお伺

いしたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  トレーの総括というふうな

ことでの市民に対する情報公開ということでございま

すが、いずれ私どもとしてもそういうふうなことを踏

まえながら、総括的なことについては策定をしながら、

例えば、市広報とかホームページ等も視野に入れなが

ら開示をしていきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  24番八重櫻友夫君。 

○24番（八重櫻友夫君）  では、堀崎議員の質問に関

連して何点かお伺いいたします。 

 まず 初に、順不同になりますが、教育長にお伺い

したいと思います。 

 野球場建設についてですが、きょうまでもいろいろ

建設についての各議員からも質問がなされております。

私は、建設場所、現在、建設に向けて６カ所調査に入

っているようなんですが、私は、まず調査をする前に

なぜ建設をしなければならないのかという協議をされ

たのかどうか、まずお伺いしたいなと思います。なぜ

かといいますと、まず今現在のところにあるのは処理

場がありまして、そこに仮設で建っているわけですが、

あるわけですが、そこは使用期間というのもございま

す。 

 そしてまた、一方国体を野球の競技を久慈で開催す

るに当たって、もしかすると県のほうから久慈市に野

球場をつくってくださいと、そういうふうなお願いを

されているのかどうか、そういう中で建設に向けて協

議に入られたのかどうか、まず 初に、その内容をお

伺いしたいと思います。 

 それから、ひとり暮らしの高齢者を守る対策につい

てお伺いしたいと思います。 

 これは高齢化や核家族化が進んで、これから将来来

るわけですが、高齢になりますと、運転免許証を返還

するわけです。そうすると、手足になる車を手放さな

ければならないというふうになれば、やはり高齢を迎

えた人たちの病院や買い物に行く手足がなくなるわけ

ですので、それを今後、その対策をどのように当局で

考えておられるのかお伺いしたいと思います。 

 それから次、先ほどから火葬場の件が出されており

ますが、私は若干の説明不足はあったなという思いは

あるんですが、その一方、先日広域連合の議会のほう

でも承認の決定をされたようですので、できるだけ早

く進めていただきたいなという思いがあります。確か

に私は以前から日吉町宇部線という道路を出してきま

して、これを大川目につないで火葬場を通って、どう

にかあの付近を活性化したいなという思いもあって20

年になりますが、なかなかその実現もできないという

ことを考えれば、早急に火葬場の建設は必要だという

思いはあります。やはり以前に広域連合のほうの議員

の皆さん方も決定されておりますので、早急にという

思いはあります。 

 ただ、ここ二、三日、火葬場のほうを訪問しており

ますと、大変真っ黒い煙が出まして、風向きによって

は服にも煙がつくような感じの状態がなっております。

そういうのを考えれば、やはり私は今後建設するには

近代的な設備の整った、そして、従事する職員、現在

２人の男性の方がおりますが、女性を含んだような感

じで対応できるようなやはり体制というのも整えるべ

きだと私は思います。 

 そして、あと一方、今度建設される予定となってお

りますところについては、私は、久慈道路を今後建設

されていくわけですが、国の状態でどのようになるか

わかりませんが、いずれ今のところを久慈道路が延長

になるように八戸までというふうになっております。

そのインターの出口を私はあの火葬場に直結になるよ

うな感じで、近くになるようなインターを国のほうに

お願いをして、やはり久慈道路ができて火葬場が近く

なったと言われるような環境整備にも努めるべきだと

思いますが、その考え方についてお伺いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○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）  多分バスの関係での

高齢者の対応策ということでのご質問だったと思いま

すので、私のほうからお答えしたいと思います。 

 議員ご心配のとおり、交通弱者と言われる方々は、
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通院、通学、特に高齢者の方々、この方々の足をいか

にして守るかというのが大きな命題だというふうにと

らえております。久慈警察署の資料によりますと、運

転免許証の自主返納者というのはこれまで約60件ほど

あったようでございますが、県内各市町村ではその

方々へのバスの優待券とか、いろんな意味での優待制

度も設けてるところもあるようでございますけれども、

これは今後の課題とさせていただきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  火葬場にかかわって

の質問にお答えします。 

 今現在、２人体制でやっているんだけれども、女性

を含んだような形での体制をつくるべきだというご質

問でございます。これについては、広域連合では新た

な施設においては施設の効率的な管理運営と住民サー

ビスの向上を図るため、指定管理方式などにより民間

に管理運営全般を委託する方向で、今現在検討してい

るということでございますので、議員からの提言の部

分については広域連合のほうにお伝えしたいと思いま

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）  火葬場建設にかかわって今

回建設される久慈北道路のインターチェンジを近くに

という要望をすべきというふうなお話でございます。 

 久慈北道路については、今地元の説明会をやってき

たわけであります。その説明の中では、現在の板橋地

区から桑畑地区に通ずる部分で今説明会を開催してき

ております。その中間あたりにインターチェンジを設

けることについてこれまでも要望をしておりますけれ

ども、現段階においてはそこまではまだできていない

状況でございます。いずれ市といたしましては、久慈

北道路の中にもう一つインターができるよう強く要望

してまいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  市営野球場の件についてご

質問いただきましたが、まずなぜ建設が必要かという

ふうな話の中から、県から国体の開催に当たって野球

場建設について働きかけがあったのかどうかといった

ようなことでのご質問と受けとめましたが、これは私

どものほうでは今の野球場が平成26年３月までが許可

されている期間でございまして、それ以降については

許可されることそのものが難しいのではないかと、難

しいだろうと、しかもそれがもし仮に延長されたとし

ても、将来的には今の野球場は仮設であるがゆえに、

いずれは新しいものが必要になってくると、今の状態

で野球場の建設、果たしてどうかと考えた場合に競技

人口等をいろいろと調査しながら、市民の声等も聞き

ながら考えた結果、どうしてもやはり野球場について

は建設したいというふうなことで、この調査を現在進

めているというふうな状況でございますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

 もう一つ申し上げれば、国体開催に当たっては今の

野球場を利用できないかどうかというふうなことで、

関係団体等の調査等もいただいて、指摘をいただいて

いるわけでございますから、先ほどの前段のところの

ご答弁についてはさようなことでございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  24番八重櫻友夫君。 

○24番（八重櫻友夫君）  はい、わかりました。野球

場の件については、処理場の関係であるというのであ

ればわかりましたんですが、私は、また国体が来るか

ら、どうしても野球場をつくりたいというのであれば

建設を考えたほうがいいんじゃないかなという思いが

ありましたんですが、いずれ処理場の関係で使えなく

なるという期限があるのであれば、これは前向きに考

えなければならないんですが、いずれ財政が、きのう

小野寺議員もおっしゃいましたんですが、大変財政も

厳しい状態、そしてまた、火葬場の建設、それから、

ごみ処理場の関係、いろんなあと市民の要望等にもこ

たえていかなければならないということで、建設を考

えるべきではないのかなという思いは、これは国体に

向けて、国体のためにつくるのであればということで

したので、そうじゃなく、いずれ処理場の関係の期限

があるからというのであればひとつ前向きに考えてい

ただきたいんですが、候補地については、いずれ私た

ちはよく市民に言われるんですが、どこなんだ、どこ

なんだという話は言われます。 

 ですから、何だ議員でわからないのかという点も残

念なところですが、当局にすれば、場所を指定すれば、
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また先に走ってしまってうまくないから、そういう答

弁になると思います。いずれ私たちは早く予定地を聞

きたい、そしてまた、それを市民に教えていきたいと

いう思いがありますので、いずれ１月中には結果が出

るようですので、ひとつその際には早目に教えていた

だきたいなというのをお願いしておきます。 

 それから、さっきひとり暮らしの高齢者についてで

すが、２回目の質問のときに総合政策部長さんに今の

ことを質問しようと思って、ゆうべ考えてあったんで

すが、先に質問されてはちょっと何ともならないんで

すが、私は健康福祉部長にこれから年寄りたちが迎え

て免許証を返してくるんだと、返す、そうすると、手

足になるのがないんだというところで、どういう政策

を考えているのかなという思いをまず聞きたかったと、

そして、あとは今総合政策部長の答弁でもきょう感動

したのがあったんですが、市民バスだけを走らせるの

ではなくて、巡回して市民バスの行かないところにも

バスを配置するような検討をしたいという話をされて

おりました。私は、それをすばらしいなという思いで

あります。これからの年寄りというのは、高齢者の人

たちは病院に行きたい、まちに行きたいと言っても、

市民バスが走ってるところまで行くためにも大変遠い

人たちも多いわけです。市民バスが通るところに住宅

を構えている人であればいいんですが、そこからずっ

と離れたほうで生活している人、そういう人たちのた

めにも私は、昔から私の持論なんですが、10人程度の

バスをその地区に走らせて、マイクをつけて、大きな

声で運転手さんが叫びながら健康ですかと言って、そ

の年寄りの健康状態を確認しながら、病院や買い物に

連れていく、それが今からのサービスではないのかな

という、また、それが絶対必要な時期が来るだろうと

いう私の持論なんですが、いずれきょう総合政策部長

の答弁されました市民バス以外でのそういう乗り方と

いうのを検討していただきたいと、そうすると、今か

ら10年、20年たった後に、ああ、あのとき考えたのが

今このように役に立っているんだという評価されると

思いますので、総合政策部長ひとつこれからそういう

年寄りたちが多くなるんだと、でも、足は久慈市が、

行政が確保してあげるんだよというような対応を考え

ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 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）  先ほど高齢者の足の

確保、交通政策以外の部分の施策はというようなお話

もございましたので、私のほうからお答えさせていた

だきます。 

 現在、ことし３月に策定しました地域福祉計画に基

づきまして種々の施策をしているところでございます。

その大きな柱というものが、基本理念といたしまして

は、「地域、みんなで支えあうまちづくり」というこ

とでございますが、災害時におけるその支援、そして

日ごろの見守り活動、それから日常生活の不便さの解

消というような部分を掲げております。 

 その中で、基本は、人が人を支える地域社会、また、

地域が支え合うコミュニティの醸成、福祉コミュニテ

ィの醸成、昔はあったであろうというものを新たに何

とかまた築き上げていきたいというところ、そして、

安心して高齢者が生活できる地域づくりという部分の

中で、現在、災害時要援護者支援事業、それから、日

ごろの見守り活動の一環となりますふれあいサロンの

開設、そして、民生委員等による見守り活動、そして、

社会福祉協議会が実施しております１回500円で、そ

の方のご用を足しますという安心サポート事業という

ようなことで、高齢者の方が自宅にいながら用を足す

ことができるというような事業を推進しているところ

でございます。 

 また、今年度高齢者の実態調査を行うということで、

これは来年度と２カ年の事業でございますが、その中

において地域におけるネットワークはどうあればいい

のかという部分と、それから、社会資源を活用できる

ものの開発ということで、岩手県立大学と共同研究を

しているところでございます。 

 いずれに当たりましても、私ども、高齢者の方がこ

の地域の中にあって、自宅にいてできるだけ安心して

生活できるような部分を支えていきたいということで、

ただ、行政のみではできないということから、地域で

支え合うということを理念としておりますので、ご理

解をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  それでは、堀崎議員の一般

質問に関連をして何点かお聞きしたいんですが、今、

八重櫻議員のほうから当局の答弁が大変すばらしくて
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感激しているというような、うらやましいようなお話

があったわけでございますが、隣に座りながら、当局

の答弁を聞きながら、あちこちで失望してる人間も中

にはいるんだというようなことで、特にも今回の我が

会派の質問の21、22、23、この通告項目に関しては非

常に内容のない答弁でがっかりしております。山形の

ほうでは、「木で鼻をかむ」というような、そういう

話があるんですが、まさに木で鼻をかんだような答弁

をされますと、質問も議論すらもする気にならなくな

るという大変失望もしております。 

 したがいまして、きょうは市長の答弁もありました。

その中で、きのうからのいろいろな野球場の件もあり

ますので、市当局の答弁を受けた私の反応ということ

で、まず市長に、市長の答弁についてひとつお伺いし

たいんですが、関川井線なんですが、この市道関川井

線は、先ほどの答弁では総延長2.2キロというそうい

うお話でございました。その中で完成しているのが

1.179キロメートルということで、進捗率は56％とか

っていうそういう答弁がありましたけれども、実は、

これの本来の当初計画は総延長5.2キロですよね。全

体計画は。それが何で、いつ、どこで、どういうふう

に変わって、総延長が2.2キロになったのかと。その

辺のところをお伺いしたいし、その2.2キロの起点と

終点っていうのは一体どの地点になっとるのかお伺い

したいというふうに思います。 

 あわせて、この全体事業の説明会なんていうのは座

談会を開いてやってきたわけでございますけど、今回

のこの計画の変更があったとするならば、あった中で

そういう計画の変更っていうのは地元の住民の皆さん

に周知されているのかどうなのかと。この点、２点お

伺いをしたいと思います。 

 それから、野球場に関してでございますが、いろい

ろ皆様方からいろんな角度から議論がなされておって、

なるほどなというふうに聞いておるんですが、きのう

のやり取りの中で、教育次長さんが、野球場のいわゆ

る候補地を６カ所選定するっていう過程の中で、遠隔

地はその対象から外したというそういう答弁がありま

した。遠隔地っていうのは一体どのぐらいの距離が離

れていれば遠隔地。たしかに次長さんは、町なかから、

町場から遠いところは外したと言われた。その町場

からっていうような表現もなされました。遠隔地って

いうのは大体、およそでいいですよ。10キロを超えれ

ば遠隔地なのか、あるいは15キロなのか、その辺のと

ころをまずお伺いをしてみたいというふうに思います。 

 それから、市民バスに関してでございますけれども、

実は山形校廃止に伴って３年間、県の支援を受けて学

生支援バスが運行されてきたわけでございますけれど

も、その３年目、ことしが３年目で来年の春で終わる

という当初の予定だったわけでございます。そうする

と一般的には市民バスが、支援バスがなくなれば今度

は市民バスが山形に運行をされるんだろうなというふ

うに思うわけでございますが、この辺の計画はどうな

っているのか、それをお伺いしたいと思います。 

○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）  通学支援バスの運行

につきましては、梶谷議員のほうから質問ちょうだい

しておりますので、そこのところでお答えしたいとい

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）  市道川井関線の延長の関係

でございますが、これ工事は１工区、２工区に分かれ

ておりまして、ただいまご答弁申し上げた路線の延長

は１工区の路線延長が2,000 癩癩ちょっと失礼。計画

延長が2,000メートルということでございます。その

１工区の部分の進捗率が58％になっているということ

でございます。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  野球場にかかわりまして

６カ所の選定の際の遠隔地は除いたというふうなこと

でございます。 

 その遠隔地の定義ということでございますが、何キ

ロということはございませんが、市街地から遠いとこ

ろというふうにご理解いただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  その関川井線なんですが、

これはご承知のとおりこの３年間工事が全くなされて

ないで、広い道路があるところまで行って379メート

ル、この道路がもう行ってるところが途中で工事がや

らなくなって、そのまま放置されてるわけですが、そ

の部分だけでも現状に供用できるような、そのような

措置はやっぱり講じなければならないんじゃないかと。

あのままの状態ではいかにも、そして３年も放ってる
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わけですから、その辺のところをお願いをしたいとい

うふうに思います。 

 それから、やっぱり事情は事情っていうことでいろ

いろな場でこうお話をされるわけですね。例えば用地

の問題があるとか、それから全く手つかずの状態の清

水川部分に約４キロありますね。3.8キロですか。こ

の部分には筆界未定地が多いとか、いろいろな事情が

あるわけですけれども、やはり完成年度が一応32年と

いうことになってるわけですよね。そういうことにな

るともう半分以上過ぎてるわけでございますので、あ

る程度のこれからのあり方、見通し、もう一度そうい

うところをやはり検討して見直してみる必要があるん

じゃないかというふうに思うわけなんですが、その点

についてお伺いをしたいと思います。 

 それから、遠いところが遠隔地だっていうことぐら

いわかってますよ。そういう遠隔地という表現で答弁

している以上は、遠隔地っていうのは大体どのぐらい

の距離を、久慈市っていうのは地形が決まっているわ

けですから、そこの辺のところまでは説明していただ

かなきゃならない。 

 私思うんだけれども、そんな考え方ばっかりしてい

ると久慈は陸の孤島になってしまいますよ。海の中に

久慈市が浮かんで久慈市だけがあるんだったらいいけ

れども、久慈の町から見ると、それは例えば、山形の

例えば川井は遠隔地かもしれない。けれども、山形の

続きには違う自治体もあるわけですよね。葛巻もある

し岩泉もあるし、九戸もある軽米もある、その向こう

には二戸もある。物事を考え方、それは町場の中心の

あたりを考えてるっていう、そういう視点もいいかも

しれないけれども、いろいろと遠隔地とは言っても、

よその自治体との県北とか広域とかそういう単位で物

を考えたときには遠隔地が遠隔地でなくなる場合だっ

てあるわけでございますよね。 

 ですから、物を考える基準としては、やっぱり広い

視野を持ったような形で考えてやっぱりもらわないと

いけないなというふうに思うんです。 

 私は、実は、どこの地区の皆さんもそうだと思うん

です。やっぱり侍浜は侍浜で球場が欲しいと思ってい

ると思うんです。あちこちの全部の地区でそう思って

いると思うんです。山形の地区の方々も山形に欲しい

と思っているんです。 

 ですから、そういうような遠隔地っていう一つの言

葉だけで、候補地から頭から外してしまうんじゃなく

て、いろいろな比較検討する要素っていうのはあるわ

けでしょう。財源問題とかあるいは用地問題とか、そ

れからやませだってありますよ。いろんなことありま

す。地権者の問題もあるでしょうし。すべての面でこ

ういうふうに検討した結果、実はだめでしたよとか、

そういうようなことであれば非常に平等だなと。結果

はどうあれ、その結果についてはなるほどなというこ

ともあるんですがね。一概に久慈の町の中心地でなけ

ればならないっていうような、そういうような考え方

を持って遠隔地、したがって対象から外すっていうよ

うな、そういうような考え方で、今回の６カ所の候補

地の選定がなされたとすれば、私はそういうやり方に

は大反対だ。もっと広い視野でいろいろな面から検討

して考えてもらいたい。 

 個人的には私は、その山形地区にあるある候補地っ

ていうのは、非常にそれはつくった後にちょっと町場

から離れてるという若干の欠点はあるかもしれません

けれども、それを補うようなスポーツボランティアが

多くいるわけでございます。それから、財政的にも用

地の問題も、すべての問題でかなり上位にランクされ

るような条件が持ってるんだと、そういうふうに思っ

ておりますよ。 

 ですから、もう少し視野を広げて、何も６カ所でな

きゃならないっていうことはないでしょうよ。もし侍

浜も遠隔地であったんなら、侍浜だってこういう候補

地があるよっていうのであれば、そういうのも全部入

れて比較検討して、その中でこれこれこういうわけで

ここが適地だよっていうような、そういう結論を出し

ていただいたらいいんじゃないですか。と思うんです

がね。教育長さん、ちょっとご答弁お願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  川井関線にかかわってのご

質問にお答えしたいと思いますが、現在、未整備区間

が840メートルあるわけであります。県道野田山形線

から岩井野線に通ずるここの380メートルについては

完成しております。 

 それから、成谷線から、成谷線と現在今整備してる

ところの交差の部分から用地問題があって中断してる

わけでありますが、その成谷線に接続する部分から岩

井野線につながる路線、ここの部分につなげるのが一

番手っ取り早いというふうに私たちも考えております。 
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 ただ、いかんせんこの成谷線のところで中断してる

部分が相続人が10人。いろいろとあるわけで、問題が

あってですね、なかなか東京とか千葉とかそういった

遠方にいる方々の相続人はほとんど反対をしていると

いうような状況にございます。こういった点で今中断

しておりますけれども、いずれ地元の方々ともご協力

を得ながら対策を講じてまいりたいというふうに考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 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）  野球場の件でございますが、

遠隔地というふうなことでの表現、余りに乏しいんじ

ゃないかというご質問でございますが、これは決して

私のほうでは６カ所だけから、６カ所だけ 初から絞

ってこの話を進めてきたわけじゃあなくて、これまで

に例えばずっとさかのぼってまいりますといろんなプ

ランがこれまであったわけです。 

 旧久慈市のときにもこの野球場の建設についてのプ

ランがあったわけです。そういったときにも数カ所の

候補地等も上げられながら調査もしてきた経緯がある

わけですね。そういったところ等をしっかりと検証し

ながら、そこのところもいずれ対象地の一つとして候

補地の一つとして当初は入れておるわけです。久慈市

全体の中に地図の中に落していったわけです。そこに

合併後に旧山形村の区域がかぶってくるわけですから、

そこのところも当然その中での適地というところで入

れてくるわけでございます。 

 そうした中でもって、いろいろと教育委員会内部

等々で協議し、あるいはこれまでのこの野球協会だと

かスポーツ委員会の委員の方々のご意見とかこれまで

もあったわけであります。これは公式、非公式にかか

わらずですね。そういったところのいろいろとこの意

見を取り入れながら参考にしながら、 終的に10数カ

所にまた絞る。さらにその中からじゃあどうかと、

終的に絞っていくにはどうするかといったときに、結

局出てくるのはやはり今の野球場の使われ方がどうな

のか。ここが私は一番の問題点だろうというふうに思

います。つくったからそれでいいのではなくて、大会

だけが済めばそれでいいのではなく、普段それをどう

使うか、どのように活用するかっていうのが大きな問

題だというふうに思ってます。 

 ですから、そういった意味からすると、例えば平成

21年度、直近のところでは、おおむねですけども、年

間の野球場の利用者っていうのは１万5,000人ほどあ

ります。このうちの大体６割から７割が小中学校の子

供たち。そして、あとは高校野球の練習等々に使って

るわけです。それ以外にも社会人も使ってるわけです。 

 そういったところから見ますと、やはりこれは今の

野球場に近い、要するに市街地から自家用車とかなん

かを利用しなくても、自分の自転車なりあるいは徒歩

でも行って、それを利用できるようなところっていう

のがやはり当面はふさわしいんじゃないかといったよ

うなことで、そういったところをまずは選定したいと

いうふうなことから、ある程度のこのエリアの中で候

補地を絞り込んでいくという作業に入ったわけでござ

います。ですから、そこのところはご理解を賜らなけ

ればいけないというふうに思ってございます。 

 それぞれ、議員さんおっしゃったように、それぞれ

の地区ではそれぞれここが適地だといったところはあ

ろうかと思います。現に地区によっては我が地にどう

か建設してほしいっていうふうに思っている地域も中

にはあるわけだと思うんです。で、そういったさまざ

まなことがあるわけですけども、私どものほうではこ

の総合的なにこのところの考え方をめぐらしながら、

今の６カ所の中で、さらに適地を絞り込みたいという

ふうなことで作業を進めてるものでございますから、

どうかご理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  25番髙屋敷英則君。 

○25番（髙屋敷英則君）  今回の今年度終わると私た

ちの任期が終わるわけです。その前に１年間特例期間

っていうのがありました。この12月議会と３月議会っ

ていうのは私たちは、この久慈市と山形が合併をした

一つの総括を持ちながらこういう議会に挑んでいるわ

けですね。 

 したがって、遠隔地っていうのに敏感に反応してし

まうのは、その遠隔地とあなたたちは合併したんだよ

と、こういうことに対する過敏な私の反応があるかも

しれませんけれども、非常に遠隔地扱いをする、ある

いはそういう、何があっても町中なんだっていうふう

なそういう発想で物事を考えていくっていうことに対

しては非常な抵抗がある。 

 私は、この４年間の自分の総括の中で、この合併は

もしかしたら失敗だったんじゃないかと思う。毎日毎
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日反省するようなそういうような思いです。屈辱的な

４年間だった。 

 それは、久慈市の皆さん方が、市民の皆さん方はそ

うじゃないよ。一番感じるのは役所の皆さん方。山形

を見下しているようなところがある。一緒にやりまし

ょう、対等でやりましょうって言いながら、山形村が

何か、旧山形村の人たちが一生懸命前向きに考えて一

生懸命自立をしよう、頑張っていかなきゃあだめだ。

全部ことごとく退けられてしまうような、そういうよ

うな経験をこの４年間何回繰り返してきたか。そうい

う思いが非常に強い。 

 したがって、その遠隔地だとか何とか何とかってい

うようなこういうことに絡んで言葉が出てくると、非

常に過敏に反応して、それは申しわけなかったけども、

私たちはある意味、そういうことであれば、いろいろ

候補地にものっけて、候補地ももうオープンにして、

これこれこうあって、こういう中でこういうふうに決

まってったんだよ、もっとオープンに話してくれれば

そういう過敏な反応をしなくてもいいんですよ。それ

を今回の議会においても、どこどこですかって聞いて、

答えられませんって、答えられないって言いながら遠

隔地はだめですとか高台はだめですとか、そんな話し

てる。無神経じゃないかなっていうふうに私は感じて

非常に過敏な反応をしてしまったわけでございますけ

れども、いずれさっきの学校関係の問題でも、現実を

知りながら知らないふりをしてるような答弁をしてる

わけですよ。小学校の改築の問題だって、知りながら、

現実の課題を知りながら、そのことには全く触れてな

いような答弁してる。非常に私は今回の答弁について

は不快な思いをしてる。あえて答弁は求めませんけれ

ど、いずれもう少し学校関係のことについても、知っ

てるわけですから現場を。知っていながら知らないふ

りをしないで、もう少し踏み込んだ答弁をお願いをし

たいというふうに思うんですが、一言どうぞ。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいまの件でございます

が、遠隔って言ってるのは、次長から申し上げました

とおり、ある一定の距離、この定義っていうのは持っ

てございませんでした。市街地の近くといった意味、

逆に言えばですね。そういった意味でとらえていただ

ければというふうに思います。 

 それから、もう一つは、事実を知りながらそれを含

み込ませながら答弁にはしないといったようなことを

私はそういうことはしてございません。私の現在答え

られる、私の責任でもって対応できている部分につい

ては、それはそれとして私はきちっと答弁をしてると

いうふうに思ってございますし、そのようにしてまい

りました。もし私の答弁で違うというふうなものがあ

るとすれば、それは現在、意思決定過程の部分であっ

て、それはまだここでお答えすることができる範囲の

ことではないというふうには私はとらえてございます

ので、どうかご理解を賜りたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、昼食のため休憩をいたします。再開は午後

１時といたします。 

    午前11時53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   

○議長（宮澤憲司君）  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、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25回定例会に当たり、市長

並びに教育長に、当面する市政の諸課題について一般

質問を行います。 

 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。 

 質問の第１は、入札制度についてであります。公共

工事の削減等の影響で市営工事など低価格入札が多く

なっていると報道がありました。低価格入札が下請業

者などに多くの影響を受けると思いますが、当市の現

状についてお伺いいたします。 

 ２番目は、定住自立圏構想についてであります。人

口減少が進む中、当市が中心になって人口流出を防ぐ

ため、広域町村と連携して定住自立圏構想を推進すべ

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、火葬場建設について２点お尋ねいたしま

す。 

 火葬場については今議会に施設用地費が計上され、

移転建設が予定されております。 
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 そこで、新火葬場建設の基本的考え方についてお伺

いいたします。 

 １点目は、昨今、単独世帯や身寄りのない人が亡く

なられた場合、遺体を自宅に安置できない状況にある

人もいると聞きます。 

 そこで、遺体を火葬までの間、一時預けておけるよ

うな霊安室みたいな物を望む声もあります。考え方に

ついてお伺いいたします。 

 ２点目は、動物炉の設置についてであります。さき

の全員協議会では動物炉の設置はしないとしていまし

たが、以前、民間業者の遺体の取り扱いのいい加減さ

の報道がありました。今ペットを飼っている方はペッ

トも家族の一員のように思っている人も多く、動物炉

を望む声もありますが、考え方についてお伺いいたし

ます。 

 ４番目は、ごみの減量について２点お尋ねいたしま

す。 

 １点目は、岩手大学との合同調査結果についてであ

ります。2008年から産学連携として岩手大学との合同

調査を行っております。当市はごみ排出量やリサイク

ル率はワースト４位・５位にあり、ごみ減量が喫緊の

課題となっております。調査結果をどのようにとらえ

ているのか、お伺いいたします。 

 ２点目は、紙おむつの燃料化についてであります。

少子高齢化が進む中で、紙おむつの国内向け生産量は

乳幼児用が２％減少しているのに対し、大人用紙おむ

つは４％増加していると聞きます。ごみの中で紙おむ

つの占める割合が多くなり、今後も増加していくと仄

聞されます。 

 そこで、ある自治体では民間企業と連携し、紙おむ

つの燃料化に取り組んでいるところもあるようですが、

当市の考え方についてお伺いいたします。 

 ５番目の福祉行政について、４点お尋ねいたします。 

 １点目は、ジェネリック医薬品についてであります。

ある自治体では医療費削減のため、安価なジェネリッ

ク医薬品、いわゆる後発医薬品の利用促進を図るため、

通知サービスを行ったことにより、医療費の削減に効

果があったとしています。当市でも検討してみるべき

と思いますが、取り組み方についてお伺いいたします。 

 ２点目は、児童扶養手当についてであります。改正

児童扶養手当法が今年５月に国会で成立し、８月から

父子家庭等にも支給されています。 

 そこで、当市の支給状況についてお伺いいたします。 

 ３点目は、うつ病対策についてであります。認知行

動療法が本年４月から保険適用となり関心が高まって

います。認知行動療法とは、人間の気分や行動が物の

見方や現実の受けとめ方と密接に関係していることか

ら、患者の否定的な思考に対し、治療の手助けにより

認知のゆがみを気づかせ、心のストレスを軽くする治

療法だそうです。うつ病により失職や休職中の患者な

どを対象にしたうつ病リターンワークコースでは約９

割の方が復職したとの報告がされています。 

 そこで、当市のうつ病の現状と認知行動療法の取り

組み方についてお伺いいたします。 

 ４点目は、独居高齢者対策についてであります。高

齢化が進む中、独居老人が増加している状況の中、釜

石市では救急車を呼ぶケースに備え、緊急医療情報キ

ットの導入を始めたとしています。緊急医療情報キッ

トの手法はいろいろと変わりますが、県内でも導入が

進んでいます。当市の導入の考え方についてお伺いい

たします。 

 ６番目は、森のトレーについてであります。いわて

森のトレー生産協同組合の損害賠償訴訟が敗訴になり、

市民にも今後について大きな関心を持っています。 

 しかし、市民の中には情報も少なく十分な説明がな

されていないとの声を聞きます。 

 そこで、市としても、市民に対し今までの経緯や今

後の進め方について、市政懇談会などを開催し十分説

明すべきと思いますが、考え方についてお伺いいたし

ます。 

 ７番目は、産業行政について４点お尋ねいたします。 

 １点目は、米農家の支援策についてであります。農

林水産省は先月、ことしの新米価格が過去 低との発

表がありました。ことしの夏の猛暑の影響で全国の作

況指数は98％のやや不良となったが、約４万ヘクター

ルの過剰生産による米余りが主な要因としています。

米価の下落により米農家は大変厳しい状況にあると思

います。 

 そこで、県においても支援策を打ち出しています。

当市でも独自の支援策が必要と思いますが、考え方に

ついて、お伺いいたします。 

 ２点目は、米の消費拡大についてであります。米粒

からパンをつくる家庭用パン焼き機が発売され、米の

消費拡大が期待されています。新発売されたパン焼き
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機「ゴパン」は、従来の米粉からパンをつくるよりコ

ストが半分以下で済むとしています。 

 そこで、当市としても米の消費拡大を進める上から、

機器購入に助成を検討すべきと思いますが、考え方に

ついてお伺いをいたします。 

 ３点目は、商店街の活性化についてであります。

近、商店街活性化を促進するため各自治体で全国チ

ェーン店などを地元商店街に加入させるため、加入促

進条例を制定しているところもふえています。当市で

も条例を制定すべきと思いますが、考え方について、

お伺いいたします。 

 ４点目は、新規高卒者の就職状況についてでありま

す。急激な円高や景気の先行き不透明感が強まり、就

職氷河期と言われた2003年を下回り、1996年以降 悪

の状況で、全国の新規高卒者の内定状況は40.6％の発

表がありました。また、 新の10月末の県内の内定率

は57.9％と幾らか改善されたとの報道がありましたが、

当市の現状についてお伺いいたします。 

 ８番目は、建設行政について、２点お尋ねいたしま

す。 

 １点目は、国道281号歩道整備についてであります。

国道281号山口地区歩道整備については以前から事故

も多く、早急の整備が望まれておりました。このほど

整備が始まるようですが、整備計画についてお伺いい

たします。 

 ２点目は、市営住宅についてであります。市営住宅

は主に低所得者向けに供給されてきましたが、2003年

以降全国的に戸数がほとんどふえていない中で、公営

住宅の需要は増加していると聞きます。高齢化や年金

生活者の増加に加え、雇用不安や低所得者がふえ続け

る中、市営住宅の需要が高ま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、当市の市営住宅の整備計画をどのように考

えているのか、お伺いいたします。 

 後に、教育行政について、４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。文部

科学省は、2011年度から、2006年度から始まった耐震

化を進めるため安全・安心な学校づくり交付金を廃止

し、新たに学校施設環境改善交付金を創設するとして

います。 

 新型交付金では耐震化工事の実施設計費への補助率

の引き上げのほか、ＣＯ２削減効果のある整備を行う

エコ改修の補助も拡充するとしています。今後の当市

の耐震化の取り組み方についてお伺いいたします。 

 ２点目は、奨学金貸付基金についてであります。社

会状況の悪化などにより、奨学金返還が厳しい家庭が

多くなっていると聞きます。当市の状況について、お

伺いいたします。 

 ３点目は、野球場の建設についてであります。野球

場建設は現在構想中でありますが、球場は将来多様な

用途に、また市民が気軽にできる施設が求められてい

ると思います。基本的考え方についてお伺いいたしま

す。 

 ４点目は、旧長内中グラウンドの芝生化についてで

あります。旧長内中グラウンドは現在スポ少などに利

用されていますが芝生化し、多くの市民に開放すべき

と思いますが、考え方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。よろし

くご答弁をお願いいたします。 

○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）  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、入札制度についてお答えをいたします。 

 当市においては、建設工事の品質確保を図る観点か

ら、平成18年度より 低制限価格制度を導入し、適正

な契約額による工事執行に努めているところでありま

す。 

 ちなみに、今年度の12月１日現在における設計額

200万円以上の工事の平均落札率は91.86％となってい

るところであり、著しい低入札はないものととらえて

おります。 

 次に、定住自立圏構想について、お答えをいたしま

す。 

 この構想は、中心市の都市機能と周辺市町村の特徴

を踏まえた相互の役割分担をしながら連携を図ること

などによって、圏域全体で必要な生活機能を確保し、

地方圏への人口定住を促進するとしておりますが、そ

の中心市の要件が人口５万人程度以上、かつ、昼夜間

人口比率が１以上とされており、当市は人口要件を満

たしていないことから中心市にはなり得ないところで

あります。 

 しかしながら、これにかわる広域連携のあり方を模

索し、久慈市が持つポテンシャルが十分に発揮できる



－96－ 

よう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、火葬場建設について、お答えをいたします。 

 まず、霊安室の設置をすべきとのご質問であります

が、当地方において霊安場所につきましては、自宅や

民間が経営するセレモニーホール等を利用する場合が

多いことでありますとか、新たに霊安室を設置した場

合、施設の拡張など建設費の増高等が想定されますこ

とから、施設整備の考えはな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、動物炉の設置についてでありますが、民間事

業者が運営している施設があり、住民からの需要への

対応は充足しているととらえておりますことから、動

物炉については設置する考えはな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、ごみの減量について、お答えをいたします。 

 まず、岩手大学の調査結果についてでありますが、

昨日の政和会代表、佐々木議員にお答えいたしました

とおり、市では平成20年度から、「ごみ減量対策及び

リサイクル率向上対策について」をテーマとし、岩手

大学工学部と共同研究を行っており、その結果として、

排出されたごみに含まれる生ごみの割合が高いこと、

燃えないごみの中に缶類や瓶類の資源物が相当量混入

していることなどの傾向がわかってまいりました。 

 市といたしましては、生ごみの減量を重点としたご

み減量化対策とリサイクル率向上のため、分別の徹底

について周知啓発するとともに、資源物の回収方法や

分別品目の追加について、検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、紙おむつの燃料化についてでありますが、新

聞報道等によれば、国内の一部自治体で使用済み紙お

むつを固形燃料に加工し、熱利用する試みが行われて

いるとのことであります。 

 紙おむつの燃料化に当たっては、排出量の把握、分

別収集のあり方、燃料化のコスト、燃料使用した場合

のコストと安全性、ごみ排出量の削減効果など、多角

的に検討すべき課題が多いことから、当地域における

導入の可能性について、今後情報収集に努めてまいり

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、ジェネリック医薬品についてでありますが、

医療費削減に向けた有効な切り口であると認識してい

るところであり、当市国民健康保険におきましても昨

年から保険証更新時にパンフレットを送付して普及啓

発に努めているところであります。 

 通知サービスにつきましては、岩手県国民健康保険

団体連合会において、来年度のシステム更新にあわせ

て準備を進めていると伺っているところでありますの

で、今後他市の先進事例などを参考としながら、実施

に向けて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、児童扶養手当についてでありますが、ひとり

親家庭に対する自立を支援するため、本年８月１日に

児童扶養手当法が改正となり、父子家庭もその対象と

されたところであり、今回の改正による当市における

新たな申請件数は、11月末現在で38件となっておりま

す。 

 これまで２度にわたる広報での周知のほか、民生児

童委員及び主任児童委員による周知に努めてきたとこ

ろでありますが、今後も周知の徹底を図るとともに、

適切な事務執行に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、うつ病対策についてでありますが、認知行動

療法は米国で開発されたうつ病の精神療法の一つで、

精神科医や心療内科医、臨床心理士が繰り返し面接を

行い治療する心理療法であり、日本でも1980年代後半

から注目され、厚生労働研究班によるマニュアル化な

ど、現在普及に向けた研修方法等の整備段階であると

認識をいたしております。 

 当市におきましては、これまでも自殺予防の観点か

ら、久慈保健所や岩手医科大学等と連携し、妊産婦・

新生児訪問時から各ライフステージに合わせまして、

うつ病の早期発見、早期受診のためのうつスクリーニ

ングを実施するなど、うつ病への理解を深めるための

普及啓発に取り組んできたところであります。 

 また、身近な悩みの相談の場として、10月には保健

センター内に、「こころとからだの相談センター」を

設置し、相談体制の強化を図ったところであり、今後

にもおいても引き続きうつ病対策を推進してまいりた

いと考えております。 

 次に、お年寄りの急病に備えた緊急医療情報キット

についてでありますが、当市におきましては同様の趣

旨によりまして、緊急通報装置貸与事業を実施してい

るところであります。 

 この事業は、緊急医療情報キットと同様に、ひとり

暮らしの高齢者が自宅で急にぐあいが悪くなり救急車

を呼ぶようなケースにおいて、必要な情報をスムーズ
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に伝達できることに加えまして、屋内でけが等により

身動きがとれなくなり電話ができない状況にあっても、

緊急通報が行えるメリットがあるものと考えておりま

す。 

 今後も引き続き制度の周知に努めてまいりますとと

もに、災害時要援護者支援事業やふれあいサロン事業

の地域での取り組みを拡大することにより、ひとり暮

らし高齢者等の日ごろの見守りや安否確認など、地域

での支え合いを進め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。 

 いわて森のトレー訴訟の意義は、市が岩手県に対し

て15億3,500万円余の債務を有していることから、い

わて森のトレー生産協同組合が補助金返還できなかっ

た場合には、市が返還義務を負うことになります。 

 このことから、市民の負担を 小限に抑える観点か

ら訴訟に補助参加したものであります。 

 今後におきましては、市の広報等を活用して、市民

へ説明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、稲作農家支援についてでありますが、農林水

産省が取りまとめた10月末の平成22年産米の相対取引

価格は、対前年比85％程度にとどまっている状況とな

っております。このことから、ご指摘のとおり、岩手

県においては米価の下落に対応し、稲作農家へ無利子

の資金貸し付けを行うＪＡに対し、貸付原資を預託す

る米価下落緊急対策貸付資金対策を講じると伺ってい

るところであります。 

 また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、米戸別所得補償モデル事

業においては、販売価格が標準的な販売価格を下回っ

た場合、その差額に変動部分交付金が交付されますこ

とから、市が独自に米の減収対策を行うとは考えてい

ないところでありますので、ご理解お願いいたします。 

 次に、米の消費拡大についてでありますが、ご指摘

のとおり米粉あるいは米の粒から製パンができる家庭

用パン焼き器が発売されているところであります。当

該機器の普及により、家庭内の料理の幅が広がると考

えられるものの、現時点ではそのことにより当市産の

米の消費拡大に直ちにつながるとの確証を得ることが

できませんことから、現段階では機器購入に対する助

成については考えていないところでありますので、ご

理解願います。 

 次に、商店街の活性化についてでありますが、県内

において地元商店会団体に加入を促す内容の条例を制

定している自治体は、盛岡市と紫波町の２市町と伺っ

ているところであります。商業活動、いわゆる自由な

経済競争は社会活力の向上の仕組みとして欠かせない

ものと考えておりますし、商店会組織は決して商業主

義的な側面だけではなく、社会的な側面もあるととら

えております。 

 当市におきましては、平成21年３月に第一種大規模

小売店舗立地法特例区域の指定による規制緩和を行い、

中心市街地により多くの事業者の出店を促す環境づく

りを進めてきているところであります。 

 したがいまして、努力義務とはいえ個々の商店会団

体等への加入を市条例で一律課していくことについて

は、さまざまな角度から慎重に検討すべきものと考え

ており、今後、久慈商工会議所、久慈商店会連合会等

の関係団体と条例制定の必要性について検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、新規高卒者の内定状況についてでありますが、

久慈管内における来春の高校新卒者就職内定率につき

ましては、９月末現在で、就職希望者272人に対し125

人が内定し、率にいたしますと46.0％でありますが、

これが10月末現在では67.4％、また管内希望者の内定

率につきましては、９月末現在で就職希望者61人に対

し17人が内定し、27.9％、これが10月末現在では65％

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、建設行政についてお答えをいたします。 

 まず国道281号の歩道整備についてでありますが、

去る10月26日、当該国道の山口地区の歩道整備に係る

住民説明会を開催したところであり、今後、測量調査

が完了した後、設計の素案を作成し、再度住民説明会

を開催し意見集約を図りたいと、道路管理者でありま

す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。 

 また歩道用地に係って共有地の所有権移転等の課題

があるとも伺っているところでありますが、市といた

しましては、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。 

 次に、市営住宅についてお答えをいたします。 

 今後の市営住宅の整備計画につきましては、公営住
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宅ストック総合活用計画に基づき、老朽化している市

営住宅の建てかえと、外装改修等個別の改善が必要な

市営住宅の修繕工事を計画しております。 

 建てかえ計画につきましては、公営住宅全体の整備

計画の中で優先度、財政事情等を勘案しながら順次、

整備を進めてまいりたいと考えております。 

 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。 

○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）  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校につきましては、今年度耐震補強設計を

進めており、今後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

を除く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、奨学金貸付基金についてお答えをいたします。 

 現在、奨学金貸付基金条例に基づき、高等学校、大

学等に就学する場合、学資の支弁が困難と認められる

ものに対して貸し付けを行っております。しかしなが

ら、生活保護を受給しているなど返済が困難な方もお

りますが、分納方法によるなど貸付金の回収に努めて

いるところであります。 

 次に、野球場についてお答えをいたします。 

 将来的には、野球場周辺に多様な施設等が配置され、

多くの人に利用されることが望ましいとは考えており

ますが、現在のところ具体的な計画等は持ち合わせて

おりません。当面、野球場の建設に向けて、全力で取

り組んでまいりたいと考えております。 

 後に、旧長内中学校のグラウンドの芝生化につい

てお答えをいたします。 

 グラウンドの芝生化については、久慈総合運動場を

優先して検討することとし、芝の種類や植栽方法等の

実証試験を実施しているところであります。旧長内中

学校のグラウンドは、主にスポーツ少年団等が軟式野

球の練習場として利用しており、当面は現状の土のグ

ラウンドとして管理してまいりたいと考えております。 

 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。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を許します。10番山口

健一君。 

○10番（山口健一君）  何点か再質問させていただき

ます。 

 先ほどの１番の入札制度についてでありますが、先

ほどの答弁ですと91.8％、まずまず順調にしていると

いうふうなお話ですが、この中でも 低で落札はどの

ぐらいでなっているのか。 低ラインじゃなくて、そ

の 低で入札した、ぎりぎりの線でだと思いますけど、

その辺がどの辺にあるのか、また 高落札がどの辺に

あるのか。 

 それとあわせて、この低価格で入札した場合には、

どうしても下請業者にある程度しわ寄せが行くのでは

ないかなというふうに思いますけれども、そういった

下請業者の方から苦情とか何かあるのかないのか、そ

の辺についてもお伺いしたいと思います。 

 それから、火葬場建設についてでありますけれども、

先ほど霊安室の関係とか、動物炉の設置については、

現在のところ考えていないというふうな話であります

けれども、これは普代の方、遠い方々が話したわけで

すが、亡くなられて病院から自宅までかなり遠くまで

行って、また火葬に持ってくる時間、大変、遠い方に

は大変苦労しているというふうな話を聞きました。せ

っかくつくるんでありますので、いろんな検討はして

いくべきではないのかな、そういうふうに思います。

この中に民間の業者もあるわけですが、なかなかお金

がない方、低所得者に対しては、やはり自宅に一たん

持って帰って、その後にまた火葬するというなかなか

準備もできない方もあるのかなというふうに思います。 

 今後ますますの検討時期については、また動物炉も

含めて再度広域の方々にやっぱり連携をしっかりとっ

てお伝えできればいいのかなというふうに思います。 

 それから紙おむつの燃料化ですけれども、実際的に

まだやってる自治体も少ないわけですが、 近は施設

等も多くなって大人の紙おむつがかなり多くなってい

るというふうに聞いております。 

 そこで、業者的にはやっぱり事業系ごみですので、

これは市のごみとは分別はまた違うかと思いますけれ

ども、今焼却場はやはりそういった面からすれば、こ

ういった生ごみとか、こういったものが多くて、これ

が解消されれば生ごみの焼却量も多分減るのかな、そ

の場合には今広域の処理場を建設する場合にも、やは
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りそういった意味からすれば、負担金もたぶん少なく

て済むのかな、一番先にはごみの減量化というのが、

これ喫緊の課題と思いますので、今後また検証を続け

ていっていただければいいなというふうに思います。 

 それから５番目のジェネリック医薬品については、

今後県のほうで準備しているということですが、ぜひ

通知サービスによって、低所得者なんかではまだ知ら

ない方もあるかと思います。そういう場合はきちっと

できるような体制をとっていただきたいというふうに

思います。 

 それから、うつ病対策についてでありますけれども、

当地域は自殺率が高いというふうな地域で、県とか市

でもいろいろな対策をとっているわけですが、実質的

には認知行動療法するマンパワーというかそういった

方々も、実質的には当地域にはいないのかなというふ

うに思います。 

 ある東京の例ですけども、先ほど言った、そういっ

たうつ病の方、休職されている方、またリストラにあ

った方が、やはりそういったきちっとケアを受ければ

９割の方が復職できるという例もありますので、今後

こういった体制をしっかりとつくっていただきたいな

というふうに思います。 

 それから米の消費拡大ということで、今三菱電機さ

んが「ゴパン」という機器を出したけど癩癩三洋電機

でしたか、失礼しました。その中で５万円程度かかる

わけですが、やはり今朝食をとらないという方もある

と思います。それからパン食をする方も結構多いかな

というふうに思います。で、この米から、米粉でも米

粒でもいいんですが、結構食感はごはん食べてるよう

な感じなので、今後いろんな形で学校給食とかいろん

な形でこれをどんどんやっていって、朝からパンを、

米からパンをつくって、本当に消費拡大ができればな

というふうに思いますけれども、今後の課題かと思い

ますけども検討していただければと思います。 

 それから市営住宅については、今のところなかなか

建てかえといっても大変厳しい経済状況の中で、なか

なか私も議員になってから建てかえだけなんですね。

新たに新規に市営住宅が建つという場合がほとんどな

いわけですので、これ民間活力等も考えながら、ぜひ

とも住民の期待にこたえるような形をとっていただけ

ればいいのかなというふうに思います。 

 それからあと 後に野球場の話で、これ皆さんほと

んど問題出してるわけですが、やはりせっかくつくる

野球場ですので、将来的に今先ほどのきのうの澤里さ

ん、それからきょうもあるし、みんな出ておりますけ

れども、やはりせっかくつくるんであれば、将来的に

市民が使いやすいような形でやはりつくってほしいな

というふうな思いは、どなたも同じではないのかなと、

そう思いますので、今後十分検討して、やはり私も、

例えば今当地域にはドームの話も出ましたけれども、

これは岩手県として強く要望して、県の施設も当市に

はないわけですので、それも踏まえて強く県にも要望

すべきではないかなと、そういうふうに思いますけど、

その辺について考え方をお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  落札率といいますか、契

約額の 高、 低というお話でございます。 低が

70.26、今年度のことでございます。それから 高が

99.96％というふうになっています。 

 それで下請からの苦情等は特に私のところには届い

ておりません。いずれ下請業者とか貸付業者といいま

すか、資材業者、これにつきましてのしわ寄せを含み

まして、これにつきましては、地域経済の疲弊とか招

きかねませんし、それから品質の悪影響、成果品への

悪影響懸念されますので、いずれ適正価格による契約

については鋭意努めてまいりたいと、そのように考え

ております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  火葬場にかかわって

のご質問をいただきました。遠いところの方々が大変

に苦労しているんだというようなお話をいただきまし

た。これらにかかわっての議員のご意見については連

合のほうにお伝えしたいと思います。 

 次に、紙おむつの燃料化についてでございますが、

報道によりますと、鳥取県の伯耆町にて、今、紙おむ

つの実証試験をやってるということでございます。こ

の内容をお聞きしましたところ、ペレット加工機、

1,000万ほどかかるということでございます。そして

このボイラーの設置費用が6,000万円ということで、

かなりの初期費用等も係るということでございますの

で、今後とものこの情報収集を行いながら、この紙お

むつの燃料化ができるのかどうか検討してまいりたい
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というように考えております。 

 次に、ジェネリック医薬品の通知サービスにかかわ

ってのご質問でございますが、知らない方も多いので

はないのかということでございます。今現在、岩手県

内で、岩手町で今月から独自システムによって差額通

知を実施する予定というように伺ってございます。そ

こで、これらの先進事例等を参考にしながら、今後も

この普及啓発に努めてまいりたいというように考えて

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、うつ病対

策にかかっての質問にお答えを申し上げます。 

 うつ病、いわゆる心の病から自殺される方が多いと

いうのはそのとおりでございます。市長から先に答弁

申し上げましたとおりでございますが、うつ病や精神

障害など早期の発見のためにスクリーニングを行い、

そして受診につながるよう普及啓発に努めているとこ

ろでございます。また一方では、そういう方々の悩み

を受ける場として、この10月に「こころとからだの悩

み相談センター」を開設し、対応しているところでご

ざいます。 

 一方、自殺につきましては、確かに東北３県、そし

て岩手、さらには県北、久慈というところは自殺率が

高いと、自殺者が多いという状況にございます。そう

いうことの中におきまして、民間の方々、傾聴ボラン

ティアの皆さん等を含めて、保健推進員等多くの努力

の甲斐があってということになろうかと思いますが、

この10年間の中で年間20人台の自殺者がいたというと

ころでございましたが、平成21年は、概数でそこ落ち

てございますが、10人ということで半分になったとい

うことでございます。今のところ、平成22年は10人を

割る状況で、効果が出ているというふうにとらえてお

りますが、引き続きこれらについては、行政としても、

それから民間の方々の協力を得ながら推進し、うつ病

等もそうですが、自殺対策についての推進をしてまい

りたいというふうに考えております。 

○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）  米の消費拡大は、食料

自給率向上面においても重要な課題ととらえてござい

ます。議員ご提言のパン焼き器購入に対する助成がそ

の消費拡大につながるか、今後検討して研究してまい

りたいと考えております。 

 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）  市営住宅の建てかえにかか

わって民間活力を導入してはというふうなご質問にと

らえましたけれども、まずはこの市営住宅の入居され

る方々、低所得者の方々が多いわけであります。民間

活力を導入して、そういった建物を建てていくという

ことになれば、そういった収入といいますか、家賃の

保証ということも出てまいります。それからそういっ

た建物を建てて、ある程度の一定期間を市でもって保

証していくという、そういった問題等もさまざまある

ようでございます。そういった他市の事例等々もいろ

いろ研究しながら、今後そういった方策が適当である

のかどうか、そういった部分を検証してまいりたいと

いうふうにとらえております。 

 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）  野球場についてのお答え申

し上げますが、野球場については、これまでお答え申

しましたように、現在この野球場建設の可否について

今調査中なわけでございます。これについては、これ

までも野球場が必要だという思いをお答え申し上げま

したけども、いずれ国体が平成28年予定されるわけで

ございますが、できる限りそれに間に合うような形で

建設ができれば、一番これは理想的であるといったよ

うなことから、今の時点での建設についての可否の調

査をしてるといった段階でございます。 

 そういった中で、ドーム型の球場ということまで考

え至っておらないところでございますので、ご理解賜

りたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  10番山口健一君。 

○10番（山口健一君）  うつ病対策について１点だけ

ちょっとお伺いしたいんですが。早期発見というのが

一番大事かと思うんですが、やはりリストラとかそう

いった病気になって、何かうつになってやっぱり自殺

していくというふうな方が多く、そういう場合にやは

り早期の対応が必要かと思いますけど、そういったな

かなか相談できないという方が、やはり「こころの相

談」とかあっても自主的にはなかなか行けない。そう

いった場合にやっぱ連携が多分必要かと思うんですが、

そういった休職された方とか、ああいった方がやはり
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復職できるような体制をつくってほしいなというふう

に思います。 

 それから時間ないので、もう一つ、長中のグラウン

ドの芝生の件ですが、これ前にもお話ししたようです

が、塩釜方式とか鳥取方式というふうな方式があるわ

けですが、これはその地域の方々とかいろんな研究さ

れて、ぜひともこういったいい場所があるわけですの

で、できれば子供たちがサッカーいつでもしやすいよ

うな体制もつくれていければいいのかなというふうに

思いますが、今後の考え方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）  今のご質問は、リス

トラされた方々が復職できるような体制をということ

でございますが、そういう心の悩み等に対応するため

ということでお答えを申し上げたいと思います。 

 保健師等が日常の活動の中で相談を受けております。

それから先ほど申し上げました10月13日でしたでしょ

うか、「こころとからだの悩み相談センター」を設置

したところであります。あとは私どもこれから届いて

いない人にどう届けるか、議員さんがお話している必

要とされる方々に、そういう場があるということをど

ういうふうに届けるかということが大事だろうという

ふうに思っておりますので、その周知等については鋭

意努めてまいりたいというふうに考えております。そ

のことによって、早期に発見、早期に治療されて復職

できることができるんであれば、それは幸いなことで

ありますので、その支援、推進に努めてまいりたいと

いうふうに考えています。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  旧長中グラウンドの芝生

化についてでございますが、議員おっしゃるとおり鳥

取方式とか塩釜方式とか大変すばらしい方式がござい

ます。これらについて今実証実験中でございます。優

先順位がございますけれども、やはり私たちは久慈総

合運動場をまず優先に考えたいと思っておりますので

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  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25回久慈市議会定例会に当た

り、一般質問をいたします。今回の質問は、市民の素

朴で身近な声を私なりに直接市行政に届けるために、

市長及び教育長に16項目の質問要旨に対する答弁を求

めるものであります。また質問項目が前の会派代表質

問者と重複するところもありますが、通告どおり質問

いたしますことをご理解を願います。 

 まず質問項目初めに、フランクリン市との国際交流

事業についてでありますが、既に「広報くじ」や今定

例会冒頭での訪問団の結実を市長のメッセージとして

伺っているところでありますが、50年の姉妹都市交流

の実績は、関係者・市民の誇りであり、だれもが認め

るものであります。再度フランクリン市民の反応と成

果、また今後の国際交流事業を継続するに当たり、大

きな変化があるのかお伺いをいたします。 

 次に、非正規職員のことについてお尋ねをいたしま

す。 

 臨時雇用や非常勤等の非正規職員の総人数及び非正

規職員から市職員に採用された過去５年間の実績をお

示し願います。 

 次に、市民に人間の暮らしの中で一番大切な健康を

維持させるべく積極的な市政のかかわりを旨とする健

康都市を宣言し、市民はもとより市民の健康増進のた

めに積極的な事業を推進すべきと思うが、その考え方

についてお尋ねをいたします。 

 次に、財政健全化の状況についてでありますが、久

慈市総合計画に掲げる「夢・希望・未来に向かって人

輝くまち」の創造を目指して、事業の優先度、緊急度

を勘案した諸施策が効果的に執行され財政運営の健全

化に努めてきたことにより、自治体の赤字や借金の状

態をあらわす財政指標を使っても財政健全化団体にな

らないことは既に報告を得ているが、いま一度平成21

年度決算に基づく健全化判断比率の評価について改め

てどのくらいの位置にあるか問うものであります。 

 次に、公用車の管理についてお尋ねをいたします。 

 市民の財産である公用車の青空駐車管理が見受けら

れるが、所有車両総台数とその管理体制、また車庫及

び屋根つきの保管場所以外で保管されている台数をお

伺いいたします。 

 次に、市民バスの運行についてでありますが、既に

各会派代表質問にも答弁しているところでありますが、

実行運行を行った結果を踏まえ、来年度以降の考えを

再度お聞かせ願います。 

 次に、市税条例の改正について問うものであります。 

 類似公民館及びその附帯施設等の減免は、一度減免
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を申請したら廃止の届出をするまでは自動で更新され

るよう市条例の見直しをすべきと思うところから、そ

の考えをお聞かせ願いたい。 

 次に、国土調査実施後の筆界未定地の取り扱いにつ

いてでありますが、所有権と課税評価関係はどうなっ

ているのかをお聞かせ願います。 

 次に、火災から人命を守る大切な火災報知器の設置

状況について、お尋ねをいたします。消防団員が火災

予防のための査察を行っているわけでありますが、一

般家庭の普及率と普及対策について問うものでありま

す。 

 次に、県立久慈病院の医師確保についてお伺いをい

たします。現状は、非常に厳しい状況でありますが、

激務な医師や病院を守るために市が果たす役割、市民

が果たさなければならない課題についてお聞かせを願

いたいと思います。 

 次に、農林行政について２点お尋ねをいたします。 

 初に、森のトレー問題でありますが、当時訴訟に

至る段階での職員の処分があったと思うが、その処分

は理由は何だったのか。また補助金の回収についての

答弁があったところでありますが、組合にかわり、国

に返還した補助金は議員全員協議会での説明どおり回

収することで理解してよいか。 

 ２点目は、戸別所得補償について、米の戸別所得補

償申請者の補償額及びカメムシ被害の状況と等級別数

量についてお示しを願います。 

 次に、久慈市勤労者家庭支援施設の運営についてで

ありますが、汚物処理は公共下水道に連結したほうが

将来経費節減となると考えるが、水洗化された汚物の

汲み取り料、過去５年間の料金及び施設の設置目的を

達成するため実施した 近の事業と実績についてお示

しを願います。 

 次に、観光行政について３点お尋ねいたします。 

 １つに、観光資源の活用についてでありますが、当

市の河川は起伏に富んで、すばらしい景観を楽しむこ

とができる環境でありますが、小国から川又に至る河

川もまたその価値が大であります。小国から川又に至

る河川を散策及び健康ウォークなどの名称で、観光

コースとして既存誘客施設に結びつけ、積極的にＰＲ

すること。 

 ２つ目に教育行政受け入れ、民家のトイレの整備に

ついてでありますが、体験型教育旅行に対応した民家

のグリーンツーリズム推進事業による水洗化の状況に

ついて。 

 ３点目といたしまして、観光客の誘客事業について

新幹線が青森まで開通したところでありますが、計画

されている誘客事業が何かあるかについて、お尋ねを

いたします。 

 次に、除雪対策について。市道の除雪作業は、いざ

降雪となりますと、休む暇もなくその対応に苦慮して

いることは、だれもが理解しておりますが、除雪後の

車輪掘りで所々悪路が指摘されていることも事実であ

ります。今年度も変わりない対応となるのか、また委

託業者に対しては除雪経費や機械の維持管理費等必要

な経費は十分であるのかと考えていることから、この

件について問うものであります。 

 次に、上水道事業について。市内全域を長内川水系

から配水しているが、災害等で施設利用ができない場

合の対応として、久慈川水系の整備が将来不可欠と思

うがどう考えているかについてお伺いをいたします。 

 次に、教育行政３項目について教育長にお尋ねをい

たします。１つ目は、通学区域において、通学区域外

からの総児童生徒数と、通学区域の児童生徒の増減が

生じる現状に対応する見解を。 

 ２つ目は、閉校に伴う校舎の利用についてでありま

すが、日野沢小学校の校舎利用の要望は何かあるのか、

また事業計画に現段階として何か持っているのか。 

 ３つ目は、いじめ対策についてでありますが、いじ

めで自殺している児童生徒のニュースを聞くが、その

たび思うことは学校側関係者の謝罪が終始であります。

ひとたび起きれば取り返しのつかない、まことに厳し

い、悲しい事件となることから、小中学生の児童生徒

に対するいじめ対策は常に新しい課題として目を向け、

万全でなければなりません。その対策は万全なものか

について問い、以上16項目について質問いたしまして、

ご清聴に感謝し、私の登壇しての質問を終わります。

ありがとうございました。 

○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）  山田光議員のご質問にお答え

をいたします。 

 初に国際交流事業についてお答えをいたします。 

 まず今年度姉妹都市締結50周年を迎えたフランクリ

ン市民の反応と評価についてでありますが、フランク
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リン市滞在中、同意書の調印式のほか、市民交流を中

心とした訪問事業を展開したところであります。ホー

ムステイやお祭りへの参加など多様なイベントを開催

いただき、多くのフランクリン市民の方々から温かい

歓迎を受け、両市民とも50周年の意義に思いをいたし

たところであります。 

 また国際交流事業の今後の取り組みにつきましては、

今回の訪問事業におきまして、それぞれの文化・伝統

を尊重し、互いにこれを伝え合い、友情を深め、これ

までの友好関係のさらなる発展に努めるとの同意書に

調印したところであり、今後とも久慈市国際交流協議

会等と連携して、市民交流を中心とした主とした各種

国際交流事業に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、非正規職員についてお答えをいたします。 

 まず非正規職員の総数でありますが、臨時職員及び

嘱託職員合わせまして、本年４月１日現在216名とな

っております。また非正規職員から市職員に採用とな

った過去５年間の実績は13名であります。 

 次に、健康都市宣言についてお答えをいたします。 

 国民の健康増進と現代病の予防を目的として制定さ

れた健康増進法の中で、健康増進事業の実施者である

市町村の責務として、健康教育、健康相談、その他国

民の健康の増進のために必要な事業を積極的に推進す

るよう努めなければならないとされております。当市

におきましては、この健康増進法にのっとり、現在各

種がん検診及び特定健康診査、訪問調査などの事業を

実施しているところであり、今後とも受診率の向上対

策や訪問調査の充実など健康増進法に基づく各種事業

の積極的な推進に努めてまいりたいと考えており、健

康都市宣言につきましては、今後研究してまいりたい

と考えております。 

 次に、平成21年度決算に基づく健全化判断比率の評

価についてお答えをいたします。 

 当該比率につきましては、さきの９月定例市議会に

ご報告申し上げたところでありますが、実質赤字比率

及び連結実質赤字比率は生じていないところであり、

実質公債費比率及び将来負担比率はいずれも国の早期

健全化基準及び財政再生基準を下回っているところで

あります。 

 また公表が義務づけられた平成19年度決算からの推

移を見ますと、いずれも数値は減少しておりますこと

から、健全化に向けた取り組みが進んでいるものと認

識をしております。引き続き当該比率を含めた各種指

標の推移に留意しつつ、適正な財政運営に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、公用車の管理についてお答えをいたします。 

 まず市が所有する車両の総台数でありますが、12月

１日現在で特殊車両、消防車等を含め、224台となっ

ており、その管理体制は財政課において集中管理して

いる車両が43台、その他は各課等の専用車両としてそ

れぞれ管理いたしております。また保管状況でありま

すが、車庫や屋根つき以外の場所で保管している車両

は114台となっております。 

 次に、市民バスの運行についてお答えをいたします。 

 本年８月から10月までの３カ月間、路線ごとに通院

通学、あるいは観光などのテーマを設け、運行の実証

事件を実施したところでありますが、さきの政風会代

表、堀崎議員にお答えいたしましたとおり、これまで

の利用実態と実証実験を踏まえた増便や乗りかえの利

便性の向上を図る一方、利用実績の少ない路線等は廃

止を検討しているところであります。 

 次に、市税条例の改正についてお答えをいたします。 

 各地域の町内会などで使用している公民館等につき

ましては、教育委員会で公民館類似施設等として認定

したものに限り、公益のために直接専用する施設とし

て、土地家屋とも納税義務者からの申請に基づいて固

定資産税を減免しているところであります。税の減免

は非課税あるいは課税免除とは異なり、一たん課税し

た後において法律及び条例の定めるところにより、納

税義務者の申請によってその税額の全部または一部を

免除するものであること、また減免が適当かどうか判

断する上で利用状況や所有者の状況などについて確認

する必要がありますことから、毎年度申請していただ

くべきものであり、市税条例の改正については考えて

いないところであります。ご理解いただきます。 

 次に、国土調査実施後の筆界未定地の取り扱いにつ

いてをお答えいたします。 

 まず筆界未定地に係る所有権についてでありますが、

国土調査の一つである地籍調査は、境界の確認や測量

等を行い、地籍図及び地籍簿を作成する調査であり、

筆界未定地については、境界等が確定しない状態であ

るため、登記簿上調査前とその内容が変わらないもの

であります。 
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 また固定資産税の課税についてでありますが、固定

資産税は台帳課税主義を採用しておりますことから、

原則として登記簿に基づき作成した固定資産課税台帳

に登録された所有者、地籍等によって課税することと

なっているものであります。 

 地目の認定につきましては、登記簿上の地目にかか

わりなく、現況の地目によることとしておりますが、

筆界未定地については現況の判断ができる場合を除き、

登記地目により課税をいたしているところであります。 

 次に、住宅用火災警報器の設置状況についてお答え

をいたします。 

 住宅用火災警報器につきましては、本年11月９日か

ら15日までの秋期火災予防運動におきまして、市及び

久慈広域連合消防本部、さらには消防団及び婦人消防

協力隊によりまして、市内全世帯を対象に一般家庭予

防査察を実施したところ、実施対象世帯数に対する住

宅用火災警報器の普及率は64.2％となっております。

普及対策につきましては、久慈広域連合消防本部と連

携し、火災予防運動などにおいて防火指導及び防火座

談会を開催し、防火思想の普及や高揚を図るなど引き

続き普及啓発に鋭意努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、県立久慈病院の医師確保についてお答えをい

たします。 

 県立久慈病院の医師確保につきましては、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

したとおりでありますが、市といたしましては、昨年

９月に地域医療確保対策条例を制定し、医師確保対策

に取り組んでいるところであり、国県等への要望活動

のほか、市民に対して地域医療の実情などの情報提供

に努めているところであります。 

 また市民には、かかりつけ医を持つことや、緊急外

来を安易に利用しないこと、休日当番医療を受診する

ことなど医療機関の適正受診について理解をいただき

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、森のトレー問題についてでありますが、職員

の処分につきましては、いわて森のトレー生産協同組

合が実施した国庫補助事業で、適正を欠いた事務処理

に対し、平成16年９月に２名の処分を行ったところで

あります。 

 補助金回収につきましては、昨日の新政会代表、澤

里議員ほかにお答えいたしましたとおり、組合の資産

や債権債務の整理状況、それから補助金返還資力の有

無などを見極め、未収金債権の回収に向けて全力で取

り組んでまいる所存であります。 

 次に、戸別所得補償についてでありますが、昨日の

新政会代表、澤里議員にお答えいたしまたとおり、米

戸別所得補償モデル事業による交付額について、10

アール当たり１万5,000円が交付される定額部分を試

算いたしましたところ、約4,200万円と見込んでいる

ところであります。 

 また、カメムシの被害状況についてでありますが、

これにつきましては例年より発生が多く見受けられた

ところであります。 

 また、等級別数量は１袋30キログラム入れで、１等

米が9,122袋、２等米・３等米は合わせて3,415袋とな

っているところであります。 

 次に、久慈市勤労者家庭支援施設の運営についてお

答えをいたします。 

 まず、トイレの汲み取り料、過去５年間の料金につ

いてでありますが、合計467万5,112円となっておりま

す。 

 また、施設の設置目的を達成するため実施した 近

の事業と実績についてでありますが、当施設は勤労者

の福祉の増進と地位の向上に資するために設置された

ものであり、公民館との併設施設となっております。 

 事業の内容につきましては、公民館事業と重複する

部分が大半でありますが、勤労者支援事業といたしま

しては、趣味、創作、健康及びスポーツレクリエーシ

ョンに関する各種事業を展開しており、平成21年度に

おきましては14事業、169回、参加延べ人数1,335人と

なっております。 

 また、児童への放課後における安心・安全な居場所

や就園前の親子に対する交流、情報交換の場の提供の

ほか、自主活動グループの育成、支援にも取り組んで

いるところであります。 

 今後におきましても、地域の実情と勤労者をはじめ

とする市民のニーズにこたえながら、福祉の増進に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、観光行政についてお答えをいたします。 

 観光資源の活用につきましては、魅力ある地域資源

を改めて見つめ直し、地域や団体等のさまざまな取り

組みを推進していく中で、さらなる魅力アップを図り、
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内外に発信していくべきものと考えております。 

 当市には、北侍浜遊歩道をはじめとして、山、里、

海にすぐれた景観を楽しみながら散策をいただける自

然を多く有しておりますことから、健康的なツアーが

見直されている今日、ウォーキングや登山についても

関係機関等と連携し、積極的に推進してまいりたいと

考えております。 

 次に、教育旅行受け入れ民家のトイレの整備につい

てお答えをいたします。 

 体験型教育旅行に対応した民家のグリーンツーリズ

ム推進事業によるトイレ水洗化の状況についてであり

ますが、旧山形村において民泊受け入れの条件整備を

図るため、平成17年５月に農家民泊整備推進事業を創

設、新久慈市においてもその事業を踏襲し、平成18年

度までの２カ年事業として、トイレの水洗化を実施し

たところであります。 

 実施成果といたしましては、平成17年度に１戸、平

成18年度に２戸と、２カ年で合計３戸の水洗化の整備

が図られております。 

 今後におきましては、浄化槽設置整備事業等を活用

して整備推進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、観光客の誘客事業についてでありますが、新

幹線新青森駅開業に伴い、北東北への観光客の増加が

予想されるところであり、ＪＲ各社では平成24年度春

に、岩手県では32年ぶりとなる国内 大規模の観光キ

ャンペーンであります岩手デスティネーションキャン

ペーンを展開することが決定されております。 

 当市においても、地域の魅力を全国的にＰＲできる

大のチャンスととらえまして、県で設立した推進協

議会に加盟するとともに、さまざまな誘客活動を展開

していかなければならないと考えております。 

 また、これとあわせまして、新幹線停車駅の八戸市、

二戸市からの誘客を図るために、三圏域連携懇談会に

おいて連携しながら情報発信するとともに、昨年に引

き続きことしも食産業による観光交流事業「北のコナ

モン博覧会」を12月４日から２月末日まで開催するこ

ととなります。 

 今後とも県や三圏域連携懇談会など、関係機関と連

携を図りながら、観光誘客を図ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、除雪対策についてお答えをいたします。 

 除雪につきましては、昨日の政和会代表、佐々木議

員にお答えいたしましたとおり、昨年度と同様に直営

及び各業者からご協力をいただきながら対応してまい

りたいと考えております。また、除雪後の路面状況に

つきましては、パトロールにより点検を行い、その状

況を見ながら必要に応じて二次除雪を行っているとこ

ろであります。 

 なお、除雪経費につきましては、県の除雪単価を参

考に積算しているところであり、また、機械の維持管

理費につきましては、平成20年度から除雪期間に当た

る12月から翌年３月までの期間において、特定自主検

査及び車検手数料等の一部と道路使用許可手数料につ

いて負担しているところであります。 

 後に、上水道事業についてお答えをいたします。 

 長内川水系が災害等で利用できない場合の対応とし

て、久慈川水系を整備する必要性でありますが、現在

上水道の水源は滝水源の湧水と田高水源の深井戸の二

つからの取水により、安定した水道水の供給体制に努

めているところであります。 

 ご質問の久慈山水系からの取水には、新たな水源の

確保と施設整備に多額の費用を要することから困難で

あると考えております。 

 以上で、山田光議員に対する私からの答弁を終わり

ます。 

○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）  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、通学区域についてお答えをいたします。 

 通学区域外から就学する児童生徒数でありますが、

12月１日現在、小学生111人、中学生33人、計144人に

対し許可しているところであります。 

 通学区域外の学校への就学につきましては、年度途

中における転居や下校後に児童を保護する者の居住地

が異なるとき、また、通学の安全上から特に配慮を要

するときなどにより保護者から就学校変更の申し立て

があった場合、一定の基準により許可しているところ

であり、今後も文部科学省からの「保護者の意向に十

分配慮すること」と通知されていることを踏まえなが

ら、適切な運用に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、閉校に伴う校舎の利用についてお答えいたし

ます。 

 日野沢小学校の閉校後における校舎等の利用につい
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て、地域からの具体的な要望はありませんが、利用計

画につきましては、さきの清風会代表、堀崎議員にお

答えしましたとおり、今後地域の方々の意見、提案な

どを伺い、市長部局とも協議しながら、施設の有効活

用について検討してまいりたいと考えております。 

 後に、小中学校の児童生徒に対するいじめ対策に

ついてお答えをいたします。 

 教育委員会では、これまでいじめ等の問題行動の未

然防止を目的とした生徒指導資料やリーフレットの作

成配布、教員研修会の開催や教育研究所における生徒

指導委員会の立ち上げにより、指導力の向上や教員同

士あるいは学校間の連携を深めてきております。さら

に校長会議において、いじめの未然防止について確認

し、その充実に努めてきたところであります。 

 いじめなどの生徒指導上の問題は、いつでも、どこ

でも、だれにでも起こり得る問題としてとらえること

が大切であると考えており、今後も学校と連携を図り

ながら、子供たちが明るく安心して過ごせる学校づく

りを目指し、未然防止に努め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。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を許します。２番山田

光君。 

○２番（山田光君）  何点か質問をさせていただきま

す。 

 質問項目から前後いたしますけれども、非正規職員

に対する職員の採用状況の件でお尋ねいたします。 

 卒業時には市内の高校生等含めて、卒業時には一回

東京あるいはどっかへ行ってこようと、そういう思い

を持って行ってきたが、いろんな事情で帰ってきたと。

こうなってまいりますと仕事先がなくて市職員の臨時

雇用になったとか、そういうチャンスがあるわけです

が。この大分採用がふえてきたところでありまして、

大変いいことだなと、このように思っています。 

 したがって、そういう思いを持った人間がさらに社

会人体験をしてくるわけですから、大きく成長してい

る可能性も十分あるわけですから、社会人枠の採用を

枠をもってやる気があるかないかというのを再度お尋

ねいたします。 

 次に、この財政健全化についてでございますが、こ

れは自治体財政健全化法に基づいて、おそらく平成８

年の決算から判定が始まったと思っています。 

 したがって、今４つのことについて市長がご説明を

詳しくさせていただきましたが、本当に大変いい状況

にあると。なぜ私がこれを出したかと申しますと、野

球場もつくろう、あるいはつくっていただきたい。あ

るいは久慈小学校も建てなきゃならん。あるいはまた

火葬場の問題も出てくる。それから、ごみ焼却の関係

もある。 

 さあ、そのときに、果たして我々は当然要望すべき

ものは要望していかなきゃならない立場でありますが、

財政の健全化を考えたときに、それでも特にこの野球

場とか、こういう問題が今話題になっているようです

が、それを含めてもレッドカードに財政健全化団体に

ならないものか。 

 それをすぎますと、財政再建団体ということで国の

管轄になってくれば、いろんな報告をしなきゃならな

いわけでありますから、その辺について、それでも大

丈夫な状況だという強気な当局の考え方あるのかない

か、その辺について、我々もそうすれば、市民も議員

も大変な状況をきちんと把握していなければならない。

そう思っていますので、これについて、いろんな事業

を大きいのを展開した場合にどうなのかということを

再度お尋ねをいたします。 

 次に、ちょっと飛んであれですが、森のトレーの問

題についてでございますが、第22回久慈市議会定例会

におきまして、「仮に敗訴となった場合の県、市、国

の補助金を肩代わりした金はどうなるのか」私が質問

をいたしました。だれがその責任をとるかという質問

もいたしました。そしたら市長は、「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

組んでいる、判決を見守りたい」と言っていたが、今

回敗訴した結果、その責任の認識について。もし、も

し、これを回収できなかった場合の状況について至っ

た場合に、今これはちょっと早いかもしれませんけど

も、先ほど来から外舘副市長はだんだん声が低くなっ

てまいりまして、なんか元気がなくなってきたんです

が、寂しい限りでございまして、不納欠損まで何か答

弁していたようなこともありました。寂しくなりまし

た。 

 しかし、これについては市民も何とか回収してほし

いということがありますので、その姿勢についてはわ

かりましたので、回収する努力していただきたいと思
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います。 

 このことについて市長さん、若干触れていただきた

いです。その責任というか、まだ進められている状況

でございますけれども、その辺についてもお願いをい

たします。 

 さて、次に教育長についてお答えをいたします。 

 当市にいじめがないという、それは非常に大変感謝

しておりますが、児童憲章の周知は、いじめに走る子

供は、児童憲章の周知は保護者に責任もあると思うん

ですね、いじめする子供もね。したがって、教育長が、

私が前回一般質問で行ったとき、「家庭教育セミナー、

子供としてのよい環境づくりを学ぶ機会の提供を行っ

ており、今後も社会教育授業を通して、学習の機会を

提供を行う」と答弁してる。さて、現在児童憲章の普

及啓蒙している状況はどうか、再確認をいたします。 

 とりあえず、よろしくお願いをいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  トレーにかかわってのご質

問であります。まずもって不納欠損という話でありま

すが、これはあくまでも債権の回収に努力をして、そ

の結果例えばの話として、不納欠損処理あるいは県の

ほうとすれば、久慈市が不納欠損した場合には、県と

すれば回収できないわけでありますので、そのときに

は県とすれば債権放棄というふうな、いわゆるそうい

うふうな事務の流れもあるんだろうなというふうなこ

とであります。 

 いずれ市とすれば、これまでもご答弁申し上げてお

りますけれども、組合の資産あるいは債権、債務の整

理状況、それから補助金返還の資力の有無など、いろ

いろな分野を見極めながら、 大限回収に全力を傾注

して努めていきたいというふうなことでありますので、

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）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからは２点ご答

弁申し上げたいと思います。 

 初めにキャリアを持った優秀な人材が、たくさん久

慈のほうにも戻ってきているんじゃないかと。私ども

も実際そう感じております。ただ、公務員の採用と申

しますのは、国の方針にもありますように、極力限定

しないことと、そういうふうな考え方がございます。 

 したがいまして、当市の場合も北海道から東京まで

住所を持ってる方まで受験なさいます。それで制限を

極力設けないようにすることというふうな基本的な考

え方をもちつつ、やはり実際には見てますと、 近の

採用の方、結構キャリアといいますか、実体験を持っ

た方も採用になってますし、やはり現実は今の職員の

方見ていますと、本当に実力主義といいますか、そう

いうふうな感じになってきているなというふうには感

じております。 

 したがいまして、こういうふうな特別枠云々という

ことじゃなくて、いい方はやはり、それなりに選抜さ

れていくべきであろうと、そういうふうに感じている

ところでございます。したがいまして、特に社会人枠

というふうなことを設けるというような考え方は、今

は持ち合わせておりません。 

 それから二つ目に財政健全化の話なさいましたけれ

ども、議員が詳しくご承知のとおりですけれども、実

質公債比率、国とか県からの指導といいますか、それ

らの黄色のポイントは大体実質公債比率を例にとりま

すと18％とか、それから例えば経常収支だと80％とか、

そういうふうにある程度いろんな指標がございます。 

 それで、市長からご答弁申し上げましてるとおり、

これまでの市政改革プログラム、それから国の集中改

革プラン、これらを用いまして、プライマリーバラン

スだけにしゃべるつもりはないんですけれども、いろ

んな努力しまして、ある程度数字は好転していると思

っています。 

 それから、いろんな事業、これは目白押しでござい

ます。これにつきましてもやはり市政改革プログラム、

なぜやったかといいますと、そのような市民ニーズに

応えながらも健全な財政運営をするために、そういう

ふうな努力しているんだということで、さらに後期の

ことになりますけど自主計画、これに基づきましても、

いろんな事業を５年後10年後を見ながら、これは並べ

てみてて、そしてそれをなぜやるかと言えば、いずれ

破綻しないように、そのように計画を定めていくもの

でございます。 

 したがいまして、ここで、いや、あれをやっても大

丈夫かとか、これをやればどうなるというふうな数字

は持ち合わせておりませんけれども、いずれにしろ私

どもはそういうふうな財政健全化を維持しつつ、そし

て市民のニーズに応えていくと、そのような方向で考

えてやっているものでございます。よろしくお願いし
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ます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  いじめ問題の件についてで

ございますが、山田議員さんがおっしゃるとおり、こ

れはいじめの問題というのは、この程度のからかいと

か何から、あるいは重大な事件まで幅広いわけでござ

いますが、確かにこのいじめに関しては学校だけの指

導ということではなくて、各家庭での指導、これらに

ついても十分必要で、十分というか当然必要になって

くるわけであります。 

 いわゆる家庭での教育の中で、やはり大事なことと

いうのは、第一義的にはいわゆる規範意識を育てても

らうという部分が大事なわけであります。いじめがど

うして起こるか、子供の心理状態、これらをしっかり

と家庭としても、保護者としても把握していかなけれ

ばならないといったようなこと等もございまして、そ

れらの中で、社会教育の中でもそれらについてはやは

り学んでいただく部分が多いだろうというふうに思っ

てございます。 

 先ほど児童憲章の議員のお話がございましたが、今

お手元に今年度の児童憲章に係る具体的な事業につい

てはちょっと持ち合わせがございませんで大変恐縮で

ございますが、それらをしっかりと認識しながら、こ

れからも進めてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ２番山田光君。 

○２番（山田光君）  時間もなくなりましたんですが、

勤労者家庭支援施設の問題について、若干触れます。 

 トイレの関係については、かなりの額になっとるわ

けです。これを長内の都市計画区域計画がおじゃんに

なったわけでありますけども、これは下水道に引っ張

ることができるのかどうなのか、公共下水道にね。そ

のほうが安上がりになるのじゃないかなと思ってます。 

 それから、都市計画区域に長内地区が入ってあった

わけですが、これが今下水道施設に、その区域に面し

ている方々が、入れるにいいのかどうなのかというの

を１点説明をしていただきたい。長内の都市計画区域

に入ってあったものが、そういう世帯の人が今布設さ

れている公共下水道に入れたければ、入れるにいいの

かどうなのかというのをよろしくお願いをいたします。 

 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）  勤労者家庭支援施設にかか

わって、その下水道につなぐことが可能かどうかとい

うことでありますが、現施設の汚物等といいますか、

汚水等については、今そこまで下水道の管が整備され

てございません。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  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等について一般質問を

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。 

 まず、新年度予算編成についてお伺いします。 

 事務的には各課、各部とも、市長が決定した予算編

成方針に従い、来年度予算編成に取りかかっているこ

とと思います。市長の公約した施策を実現するため、

市民のニーズ、そして優先課題にこたえるため、 小

経費、 大効果を基本に知恵を出していただければと、

このように思っております。そこで平成23年度予算編

成に当たっての方針についてお示し願います。 

 次に、災害対策についてお伺いします。 

 以前、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

対策は極めて重要と認識しているとの市長答弁もあり

ましたし、大水害などによる市民の長期避難も考えら

れます。大災害に備えた長期避難場所確保の現状につ

いてお示し願います。 

 次に、久慈地区火葬場建設事業にかかわってお伺い

します。 

 市民にとって、この火葬場建設事業の情報が少ない

ように感じております。広域連合の事業ではあります

が、もっと情報発信すべきではないかと思っておりま

す。そこで建設に係る進捗状況と今後の計画について

詳細にお示し願います。 

 次に、地産地消の推進状況についてお伺いします。

地産地消の推進は食料自給率の向上、小さな農家の再

生にとっても大変有効であり、行政としても積極的に

取り組むべきだと思っております。昨年度からの具体
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的取り組み状況と成果、課題についてお示し願います。 

 質問項目の５番目として、６次産業の推進について

お伺いいたします。 

 ６次産業とは農林水産業で、事業者が生産だけでな

く加工、流通、販売にも取り組み、生産物の付加価値

を高める経営形態で、この６次産業への取り組みが岩

手県内でも広がっており、生産者の収益増や雇用創出

などが期待されることから、国も重点的に推進してお

ります。そこで、この６次産業推進に向けた当市の基

本的な考え方及びこれまでの具体的取り組み状況と成

果、課題についてお示し願います。 

 次に、花き栽培の推進についてお伺いします。 

 花き、いわゆる観賞のために栽培する植物のことで、

花もの、葉もの、実ものなどがあるようですが、この

花き栽培にもさらに力を入れるべきだと思っておりま

す。これまでの具体的取り組み状況と成果、課題につ

いてお示し願います。 

 次に、いわて森のトレーについてお伺いします。 

 平成16年３月に始まり、異例の長期化をたどりまし

たいわて森のトレー損害賠償請求訴訟は完全敗訴、控

訴断念という 悪の結論に達しております。今後は市

として約15億3,500万円の債権回収が必要となります

が、この債権回収に向けた取り組み状況と成果、課題

についてお示し願います。 

 次に、観光産業の推進についてお伺いします。 

 観光産業は、食事や宿泊、土産品など地域経済にか

かわる分野が多く、据野の広い産業でありますし、久

慈市経済活性化にとってももっとも重要な産業である

と思っております。市長も公約で総合産業たる観光産

業の振興を掲げ、その成果が期待されるところであり

ます。この観光産業の振興、推進のための昨年度から

の具体的取り組み状況と成果、課題についてお示し願

います。 

 質問項目９番として、市道大川目線延長整備促進に

ついてお伺いします。 

 市道大川目線と生出町線を結ぶ林道は、旧長内町と

大川目村等が久慈町と合併し、久慈市になったときか

ら市道として供用され、その後林道整備事業導入によ

り整備するため、林道に編入されております。市の責

任において市道に再認定し、整備すべきだと思います

が、考え方についてお示し願います。 

 次に、下水道整備についてお伺いします。 

 当市の公共下水道事業は昭和50年に基本調査を実施、

53年に基本計画案を策定、58年に事業着工となってお

り、基本調査から35年が経過しております。これまで

の整備状況と今後の整備計画、そして経営見通しにつ

いてもお示し願います。 

 後の質問項目、11番については教育長から４点に

わたってお伺いいたします。 

 まず１点目は久慈小学校改築についてお伺いします。 

 現在基本設計案を作成中かと思いますが、現在の進

捗状況と今後の整備計画についてお示し願います。 

 ２点目は、いわてスーパーキッズについてお伺いい

たします。 

 岩手県教育委員会と岩手県体育協会が競技力向上と

トップアスリートの養成などを目的に平成19年度から

始めたいわてスーパーキッズ発掘育成事業は、全国大

会優勝者を出すなど着実にその成果を上げております。

この事業には久慈市からも参加しているようでありま

すが、これまでの参加状況と評価についてお示し願い

ます。 

 ３点目として、新野球場建設についてお伺いします。 

 さきの９月議会補正予算において、野球場建設基本

調査事業費1,220万円が計上され、市民の期待も極め

て大きいものがあると強く感じております。そこで、

この野球場建設基本調査の内容と進捗状況、今後の取

り組み計画についてお示し願います。 

 ４点目として、柔道のまちづくり推進についてお伺

いします。 

 この柔道のまちづくり事業は、みずから考え、みず

から行う地域づくり事業、いわゆる国のふるさと創成

事業の一環で、平成２年度から開始しております。以

来これまで確実に推進されてはおりますが、平成28年

の国体柔道開催地にも決まっておりますし、さらに幅

広い事業推進を期待するものであります。平成20年度

からの取り組み状況と成果、そして今後の取り組み計

画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。 

○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）  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、新年度予算の編成方針についてであります

が、昨日の政和会代表、佐々木議員にお答えをいたし
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ましたとおり、厳しい財政環境を踏まえ、全事業につ

いてゼロベースからの見直しを行うとともに、行政評

価に基づき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

かつ効率的な活用に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、災害対策についてお答えをいたします。 

 災害に備えた避難所の確保につきましては、久慈市

地域防災計画の避難対策計画によりまして、市内に指

定避難所を115カ所、収容人数8,539人分確保している

現状であります。 

 なお、避難場所における生活が長期化する場合につ

いては、応急仮設住宅や民間アパート等の活用など総

合的に判断し対応してまいりたいと考えております。 

 次に、久慈地区火葬場建設事業についてお答えをい

たします。 

 建設に係る進捗状況と今後の計画についてでありま

すが、昨日の政和会代表、佐々木議員ほかにお答えい

たしましたとおり、今年度に事業着手し、測量調査、

用地取得、基本設計等を行い、平成23年度及び24年度

に実施設計、建設工事を行い、平成25年度のできるだ

け早い時期に供用開始を目指す計画であると、久慈広

域連合から伺っているところであります。 

 次に、地産地消の推進状況についてお答えをいたし

ます。 

 まず、昨年度からの具体的な取り組み状況等につい

てでありますが、平成21年度は地産地消ふれあい給食

事業を実施して、給食会場において生産者の出前教室

を行い、児童と食材を通じた交流を進めましたほか、

地元産食材の学校給食への利用促進を図っているとこ

ろであります。 

 また、久慈地方産業まつり等のイベントで地元農林

水産物の試食と販売を行うなどＰＲを進めてきたとこ

ろであり、市民の地産地消に対する意識の醸成、産地

直売所や朝市などの利用者の増加が図られつつあるも

のと認識いたしております。また、県事業の県北圏域

産地直売所パワーアップ推進事業への参加など、産地

直売所の活性化に向けた意識啓発やスキルアップに取

り組んでいるところであります。 

 今後におきましては、学校給食への地元産食材供給、

産地直売所等における消費者ニーズに沿った販売方法

などを検討し、関係機関・団体が連携を図りながら、

さらなる地産地消の推進に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、６次産業の推進についてお答えをいたします。 

 取り組み状況と成果につきましては、昨日の政和会

代表、佐々木議員にお答えいたしましたとおり、県の

補助事業を受けて市内７経営体が現在取り組んでいる

と県北広域振興局農政部からも伺っているところであ

ります。 

 今後におきましても、地域農林水産物の６次産業の

推進に向け、地域資源の有効活用を基本に、安全・安

心な食の供給システムの確立に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、花き栽培の推進についてお答えをいたします。 

 花き栽培の推進につきましては、園芸作物の生産拡

大を図る園芸作物生産活性化推進事業の一環として、

花きの種苗購入経費の一部に助成をいたしているとこ

ろであります。また、これまで新作目開発実証事業と

して、転作田での栽培に適した、リンドウの栽培実証

に取り組んできたところであります。 

 花きは出荷時期などにより、市場価格の変動が大き

いといったリスクがありますことから、収穫時期の異

なる品種を選定するなどリスクの分散などについて研

究し、関係機関とともに引き続き栽培の推進に努めて

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。 

 債権回収に向けた取り組み状況についてであります

が、昨日の新政会代表、澤里議員ほかにお答えいたし

ましたとおり、判決後、今日まで岩手県、弁護士、金

融団との意見交換や、いわて森のトレー生産協同組合

の財産状況、債務整理の方針等を確認しているところ

であります。 

 工場財団には抵当権が設定されておりますが、補助

金返還資力の有無などを見極め、未収金債権の回収に

向けて全力で取り組んでまいる所存であります。 

 次に、観光産業の推進についてお答えをいたします。 

 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、豊かな自然や優れた景観、

多彩な体験などを生かし、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。 

 具体的な取り組みについてでありますが、当市の優
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れた観光資源の情報発信に努めましたほか、久慈秋ま

つりや久慈みなと夏まつり、北三陸くじ冬の市など各

イベントの充実に努め観光客の誘客を図っているとこ

ろであります。 

 なお、今年度におきましては、老朽化した海女セン

ターを改築し、リニューアルオープンしたことや、着

地型観光を目指した観光ツアー造成を委託し、各種イ

ベントと連携しながら誘客を図ってきたところであり

ます。 

 今後とも、山・里・海を生かした体験型観光を推進

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、誘客に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、市道大川目線の延長整備促進についてお答え

をいたします。 

 市道大川目線と市道生出町線を結ぶ林道柏木線を市

道認定し整備すべきとのご提言でありますが、ご承知

のとおり、この路線を市道として認定するには、まず

もって林道敷内の私有地の確保が先決であると考えて

おり、現状において市道の認定要件を欠いているとこ

ろであります。このことから、これまで用地交渉を行

ってきたところではありますが、一部地権者の同意が

得られない状況にあり、事業の進展が図られていない

ところであります。 

 後に、下水道整備事業についてお答えをいたしま

す。 

 まず、これまでの整備状況でありますが、事業計画

の認可区域面積650ヘクタールに対し、整備面積は432

ヘクタールであり、その整備率は66.5％、普及率では

31.2％となっております。 

 今後の整備につきましては、認可区域内の未整備地

区について、整備促進を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、近年の人口減少や景気の低迷などによる社会

情勢の変化に対応した適切な整備となるよう、適宜、

計画の見直しも行ってまいりたいと考えております。 

 次に、経営見通しについてでありますが、平成22年

度末の下水道事業債現在高見込み額は73億891万8,000

円となっており、現在の事業費で推移しますと、今後

は減少傾向になる見通しであります。 

 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。 

○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）  民主党、小倉建一議員の教

育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 初に、久慈小学校改築についてお答えをいたしま

す。 

 進捗状況につきましては、さきの清風会代表、堀崎

議員にお答えいたしましたとおり、現在プロポーザル

方式により選定した設計業者に基本設計の策定業務を

委託しているところであります。 

 その後、実施設計等を行い、建設工事に着手してま

いりたいと考えております。 

 次に、いわてスーパーキッズについてでありますが、

平成19年度の第１期生から平成21年度の第３期生まで、

久慈市内からの参加者数は106名であり、このうち

スーパーキッズ認定者数は７名、第１期生１名、第２

期生５名、第３期生１名となっております。また、本

年度は市内から32名が選考会に参加しているところで

あります。 

 次に、新野球場建設についてでありますが、昨日の

新政会代表、澤里議員ほかにお答えいたしましたとお

り、現在野球場建設の基本調査を専門業者に委託して

いるところであり、この調査結果に基づき関係部局と

協議しながら建設の可否を判断してまいりたいと考え

ております。 

 後に、柔道のまちづくり推進についてであります

が、平成20年度からの取り組み状況は、三船十段杯争

奪柔道大会の前日の柔道教室、柔道錬成会、関東方面

への少年・高校柔道強化遠征事業を実施するなど、親

しみやすい柔道の普及、指導者養成及び競技力向上に

取り組んでまいりました。 

 これらの事業の取り組みによって小中学校、高校な

どそれぞれの年齢層における各種大会で多くの上位入

賞を果たし、また、柔道競技人口の増加が図られてお

り、取り組みの成果は着実にあらわれてきているもの

と考えております。 

 今後におきましても、関係団体と連携を図りながら、

岩手国体を見据えた選手強化や競技力向上などに努め

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。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を許します。９番小倉
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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。 

 まず、６次産業の推進についてでありますが、現在、

県の補助事業を受けながら７経営体が活動していると

いうことで、非常にいいことだと思っております。こ

れからも力を入れて取り組むということでありますが、

この取り組みをさらに積極的・重点的に進めるべきだ

と思っております。私は起業家を、業を起こす人を多

くするためにも、この関連した、業を起こす人を多く

するためには、市内の何カ所かに公共の共同加工場、

共同、組んでやるような共同加工をする場所、あるい

は加工研究所、このような施設が何カ所かあれば、も

っともっと進むのかな、市民が積極的にかかわってく

るのかなという気がしております。この所見について

お伺いいたします。 

 次に、いわて森のトレーでもお伺いしますが、関係

者等と協議しながら債務整理の方針等も決めていると

いうことでございましたが、銀行も入っての協議をし

たという答弁があったわけですが、銀行とはどのよう

な協議をしているのかお伺いしたいと思います。 

 あるいは、この話も出ているかわかりませんが、県

の間違った指導によって銀行への抵当権設定をしてし

まったわけですが、この解除に向けた話し合いはなさ

れているかどうかを確認したいと思います。 

 やはり昨日の答弁で部長が、今後の取り組みについ

て、個人的考えとして答弁しておりますが、この15億

円もの債権回収に向けての取り組みはやっぱりプロジ

ェクトチームをつくるとか、市を挙げて債権回収対策

をつくっていくべきではないかということで、非常に

そこまでいってないのかと心配しております。この確

認をしたいと思います。 

 次に、観光産業についても教育旅行等、かなり成果

が上がっているわけですが、さらに期待するわけです

が、そこで、体験学習、教育旅行とあわせて、同じよ

うに大学等の柔道あるいは野球等のスポーツをはじめ

とする合宿誘致にも交流人口の拡大あるいはそれによ

る経済活性化に向けて有効だと思っておりますが、積

極的に運動する考えはないのかお伺いしたいと思いま

す。 

 近、新聞に載っておりましたが、徳島県の阿南市

というところでは、「野球のまち推進課」というとこ

ろをつくって、課をつくって野球大会、合宿、いろい

ろな大会を全国に呼びかけて誘致しながら成功してい

るというような話が出ていました。ひとつ、積極的運

動についての考えをお願いしたいと思います。 

 市道大川目延長整備促進にかかわってですが、以前

から用地が問題となっておりますが、この用地の関係

で、昨年度からの用地交渉の経過についてお伺いした

いと思います。 

 次に、教育長に、小学校改築ですが、プロポーザル

方式で今業者を決めていろいろやっているよというこ

とですが、業者はどれくらいの範囲で選んで、どうい

う方法で決めたか、詳しくお知らせ願いたいと思いま

す。 

 また、ワーキングショップという会議の手法で要望

や意見を聞く場をつくっているということがこの前広

報で、広報といいますか、専門の広報で出ておりまし

たが、この参加者の選考についてもどういうふうに行

っていたかお伺いしたいと思います。 

 また、機会あるごとに小学校の関係では質問してお

りますが、改築に伴って市道がなくなるというような

ことになりますが、その代替道路、これは教育委員会

ではないかと思いますが、その代替道路整備はどのよ

うになっているのか、現時点でお伺いしたいと思いま

す。 

 いわてスーパーキッズですが、余り多くはないわけ

ですが、参加していると、県のほうにも参加している

ということですが、なかなか運動能力があっても、市

内の選考会に参加しない人もいるのではないかという

話が聞こえております。なぜかというと、県のほうに

行くのに金がかかるというようなことがあるようであ

りまして、ひとつ余り人数は多くもないようですので、

この参加者の援助を考えるべきだと思っておりますが、

その辺の考えをお伺いしたいと思います。 

 野球場についてもお伺いしますが、多くの議員から

も、建設すべきである、また、他の施設整備も見通し

てという質問も多いようでありますが、また、多目的

ドームという提案もありました。先ほど山口議員から

もありましたが、多目的ドーム、私も多目的ドームで

あればなおいいなというふうに思っている一人ですが、

この県北沿岸振興の中核施設として県と共同で「やま

せ国風ドーム」とでもいうような施設でも建設できれ

ば非常に県北あるいは沿岸県北にとって非常にいいか
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なと思っておりますが、この考えについての所見をお

伺いします。これは教育部局ではないのかなと思って

おりますが、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  森のトレーにかかわってい

わゆるプロジェクトチームを立ち上げて取り組みをす

るべきだということなんですが、いずれ現在は県ある

いは金融機関等と頻繁に協議をしているところであり

ますけれども、そういうことを踏まえながら、いずれ

債権回収に取り組むわけですので、その煮詰める中で

必要に応じて庁内でのそういう横の連携とかそういう

ふうな観点から検討はしてみたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○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）  ６次産業化の推進につ

いて、議員のほうから共同加工場または研究所を地元

に設置したらというお話でございました。私も、ます

ます６次産業化を推進するには必要な施設というふう

に考えてはございませんけれども癩癩大変失礼しまし

た。必要な施設と考えてございますけれども、今その

ような状況までには至っていないものととらえており

ます。そういうことが必要不可欠な際には検討してま

いりたいと考えております。大変失礼をいたしました。 

 それから、森のトレーの件でございます。銀行団と

どのような話し合いをしているのかということでした

けれども、金融機関が組合に保有している債権をどの

ように回収していくのかと、そういうことを今打ち合

わせしている段階でございます。恐らくは法手続に進

むんだろうと、そのような感触を受けてございました。 

 以上でございます。 

    〔発言する者あり〕 

○農林水産部長（村上章君）  大変失礼をいたしまし

た。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  部長の答弁に少し補足をし

ますけれども、金融団との話し合いの過程の中で、抵

当権等の問題、設定をしているわけですけれども、そ

れらについても圧縮とかいうふうな方向でのお願い等

について協議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）  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、観光産業の推進について議員のほうからご質

問がありましたし、ご提言をいただきました。議員も

お話されておりましたけれども、この観光産業、いわ

ゆる先ほどお話が出ました食事であったり宿泊であっ

たり、土産品であったり、いろんな意味ですそ野の広

い産業である、また経済効果もあると私自身もそのよ

うに思っております。 

 そういった中で、議員からは、大学あるいは高校な

どの合宿などの誘致も一つの有効な手段ではないのか

と、こういうご意見でございました。私もそのように

思ってございます。 

 ただ、しかしながら、受け入れるに当たっての設備

とかいろんなもののその面では考えていかなければな

らないものだろうな、このように思っております。そ

ういった面も含め、さらにはご案内のとおりでありま

すけれども、久慈市は地質百選などにも選ばれており

ますし、そういったいろんなものを含めて、多くの

方々においでをいただけるようなものを考え、そして

も大事なのは情報発信であるだろうと思っておりま

すので、そういう部分で今後検討してまいりたいと、

このように考えてございます。 

○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）  市道大川目線にかかわ

ってで、林道柏木線の用地の関係のご質問ですけれど

も、お答えをいたします。 

 あそこの林道に係る土地所有者は５名でございます。

そのうち、今現在２名の方から承諾をいただいてござ

います。あと３人の方は非常になかなかに難しい、そ

のようにとらえているものでございます。 

 以上でございます。 

○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、スーパーキ

ッズについてのご質問にお答え申し上げますが、この

スーパーキッズの制度は、議員さんお話のとおりでご

ざいますが、いわゆるトップアスリートを目指して子

供たちの中からトップアスリートになれるような人材

を発掘するといったようなことで、まずは個人のやる

気、それから家族の方々のまた同じようなやる気、そ

ういった両方兼ね備えた方々がこれらに挑戦をして

スーパーキッズに選ばれて、そして選ばれた場合には
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スペシャルスクールといったようなところでさらに競

技力の向上を図っていくといったような内容になって

いるわけでございます。 

 選ばれるための、ためのと申しますか、段階があ

るわけですけれども、まずチャレンジ１、チャレンジ

２、そしてチャレンジ３って、この３段階のチャレン

ジを行って、 終的には１月ごろに 終決定になると。

終決定になった子供がさっき申し上げましたスペシ

ャルスクールに行き技術を磨くというふうなことにな

るわけでございますが、これは私どもから考えますと、

あくまでもこれは個人で、先ほど言ったように、やる

気を発揮していただきながら行っていただくものとい

うふうに理解をしてございます。市のほうの各種ス

ポーツ大会等で上位入賞した、久慈市を代表して試合

に出場するといったような補助の対象とも異なるわけ

でございまして、これらについては、現在のところ、

これに向けての支援というのは具体的には考えていな

いところでございますので、ご理解いただきたいと思

います。 

○議長（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

校の改築事業に係るワークショップのその参加者の選

考方法ということについてお答えしたいと思います。 

 ワークショップの選考に係る参加者は22名でござい

まして、その内訳は、教職員が４名、それからＰＴＡ

の方が８名、栄町・寺里地区より公募した方が10名と

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  市営住宅の今あそこは撤去さ

れて道路はなくなると。だからその代替道路はどうだ

と。晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  大変失礼いたしました。久

慈小学校改築にかかわっての代替道路の関係でありま

すが、これにつきましては、今ちょっと癩癩大変すみ

ません。今現在、学校建設に当たっての県との協議を

やっているところでございます。それは、開発行為に

かかわる協議、これを年度内中に終えまして、その後

市道の切り替えを行っていくというふうな計画を組ん

でおりますが、いずれ４月の早々といいますか、新年

度早々には着工するような方向でもって今検討してい

るところであります。いずれ建設にかかわってはそう

いった開発行為の諸行為の県のほうの許可等、こうい

うのを見なきゃならないということでありますので、

今その準備をしている段階であります。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  野球場建設にかかわっての

ご質問がございました。県と共同で事業を実施すべき

ということなんですが。野球場そのものに関しては国

体、例えば県の考え方というのは、国体に向けた施設

ということではなかなかに厳しい。今の国体というの

は、やはりある施設を整備改修をして、そしてそこの

中で競技を進めるということが 近の国体の流れであ

ります。 

 ドームということでありますけれども、ドームにつ

いては確かに秋田の樹海ドームについては県がかなり

の部分について予算を支出をして整備した施設であり

ます。その辺については、県とすれば、まだ具体的な

話をしている段階ではありませんが、ひとつ提案をし

たいというふうに思います。 

 一方では、国のほうでも国産材の活用ということを

強く政策として打ち出しているわけでありますので、

国産材の利活用とかそういうふうなこと等についても

いろいろ含めて、知恵を働かせながら、少し県とも可

能性については協議をしたいというふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  小倉議員、もう一回そのこと

について質問してください。 

○９番（小倉建一君）  プロポーザル方式でやったと

いうわけですが、その指名した業者の範囲とか、どう

いう方法で選んだのかなということをお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  プロポーザルの業者の選定

にかかわってでありますが、これについては東北地区

のそういった大きい学校等を建設した企業があるか、

あるいは岩手県の中ではどうか、こういったところ

等々を見たところでありますが、県内に本社があると

ころ２社、それから東北の中では３社、市内の８社、

そういったところにプロポーザルの指名をしたところ

でありますが、正式に参加したものは６社でございま

した。設計の選定委員会が２回ほどやっておりますけ

れども、第１回目のプロポーザルには６社、２回目の

選考のときには４社でもって選考会をしたところであ

ります。 
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 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ９番小倉建一君。 

○９番（小倉建一君）  今のプロポーザルの審査会を、

何だか２回やったんでないかという話がありますが、

事実かどうかお伺いしたいと思います。事実であれば

その理由をお伺いします。 

 もう一つ、きのう森のトレーにかかわって外舘副市

長が詐害行為取消権の質疑での話で、取消権の時効は

生きているというような答弁がありました。これは森

のトレー中断前後に、理事長から所有権を移転させた

事実を指しているのかどうか、これも確認したいと思

います。 

 もう一つ、大分何十年も前の話になるかと思います

が、県北に催事場という、市として県への重点要望事

項に入れて要望したことがありますが、同じような方

法で今後ともさらに要望項目に入れてはどうかと考え

ておりますが、お伺いします。 

 なお、野球場をつくるのに、私は西武球場に何回か

行っておりますが、西武球場は谷間というか、底のほ

うを掘って、さらにその斜面をスタンドにしたような

球場なわけですが、そこは途中からドームにしたとい

うような、工事中も試合をさせたりしましたが、そう

いう方法もあるということで、経費もかからないとい

うようなことを聞いております。そこで、将来屋根を

かけるにしてもかけないにしても、そういう場所がい

いのかなというのを提案したいと思っておりますし、

野球の会議、県の会議に行きますと、野田村の野球場

が非常にいいなという評価があります。何でかという

と、両翼100メートル近くある。100メートルでしたか

98でしたか。さらにウォーミングアップする場所が近

くにあるしというようなこともありますし、これはど

こに行ってもウォーミングアップがなくて困っている

大会等がありますが、その必要があるし、また駐車場

が広いというようなことが県の話の中でも出てきます

が、この辺を調査に条件に加えられているかどうか、

両翼100メートルぐらい、あるいはウォーミングアッ

プの場所、駐車場は広くというのもあるのかどうかお

伺いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  詐害行為の再質問をいただ

きましたけれども、いずれ詐害行為した日ということ

から２年ということなんでありますが、いずれそれは

移動したのは承知しておりますけれども、それが詐害

行為に当たるのかどうなのかっていうことについては

法的な判断が必要になってくるということになるとい

うふうに承知しております。そこからは詐害行為とい

う法的な判断があったとすれば、そこで法的な手続き

をとる。いわゆる裁判ということになると思います。

裁判を提起した場合には、消滅時効は中断をするとい

うふうなことになろうかというふうに思います。 

 それから、屋内多目的催事場、ちょっと要望した年

はちょっと今思い出せませんが、過去県に対して重点

事項要望として何年間か要望してきたわけであります

けれども、いずれ今後についてはそれらについてもい

ろいろ種々検討はしなければならないというふうに思

います。いずれ、条件的には当時もやませの常襲地帯

というふうなことから、例えば屋外のスポーツあるい

は催事等についてもなかなかに通年しては不便を来し

ているというようなこと等が理由として、屋内の催事

場ということで要望してきたわけでありますが、それ

らについても今後研究はしてみたいというふうに思い

ます。 

○議長（宮澤憲司君）  末﨑副市長。 

○副市長（末﨑順一君）  久慈小学校のプロポーザル

の選定委員会のことについてのご質問にお答えをいた

します。私は委員長をしておりましたので、私からご

答弁を申し上げます。 

 これは、まず１回で終わらすことを考えておったん

ですが、先ほど部長が申し上げましたとおり、２回行

いました。どうしてかといいますと、審議を行いまし

たが、１回目の審議では選定することができなかった

ということでございます。いろいろ議論が出て、さら

にきちんと確認をしなきゃいけないといったようなこ

と等の事情がありまして、慎重に決定をするというこ

との上から、どうしても２回の説明を聞くということ

が必要であったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  新野球場の建設に当たっ

ての、両翼100メーターとか駐車場の広さということ

でございますが、確かに100メーターというふうなこ

とで考えてございます。それから駐車場につきまして

も500台、１万平米程度は必要かなというふうなこと
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で考えてございます。 

 以上です。 

    〔発言する者あり〕 

○教育次長（宇部辰喜君）  ウォーミングアップの用

地といいますか、につきましても、できるだけ広くと

いいますか、そういったのは考えていきたいと思って

おります。 

○17番（小野寺勝也君）  議長、議事進行。 

○議長（宮澤憲司君）  小野寺議員。 

○17番（小野寺勝也君）  先ほど答弁で、久慈小学校

の設計業務の公募問題で、質問者はどこどこが参加し

てるんだということを聞いたのに対して、いわゆるブ

ロックごとの、参加はどこどこというのはしゃべって

ないです。 

 そこで、実は私も、いわゆる入札制度だと、市民課

に行けば入札結果で自由に見れますよね。今回はその

入札の理解で行ったんだけれども、それは入札じゃな

いからできないと、選考結果、応募指名業者と入札業

者と落札業者ですか。ところが、今回この公募方式で

すか、だとないんですよ。そこで、教育委員会ではそ

っちだということになって、明らかにならない。今の

答弁でも、質問に対しても具体的に答弁してないんで

す。これはいかがなものか。いわゆるＡ社、Ｂ社、Ｃ

社参加して、ここが、Ａ社がとりましたということを

何で言えないんですか。それを、入札の結果であれば

そういうことはわかるわけです。後で。ところが、そ

の点では、今、今度の方式は、市民から見ると、どこ

でどうなっているかというのがわからないわけです。

そういう点では、やっぱり極めて密室性が高くて、指

名委員会、それで議会もわからない。こういうことで

いいんですか。質問者に対してきちっと答えるべきだ

と思うんですが、いかがですか。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  小野寺議員、質問者が了知し

ているんだからいいんでないですか。まずそれはそれ

で。 

 時間が来ていますので、再質問は打ち切ります。 

 この際、暫時休憩をいたします。再開は午後３時35

分といたします。 

    午後３時23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35分   再開   

○議長（宮澤憲司君）  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、市長並びに教育長に

質問をいたします。 

 初に、新年度予算についての質問です。 

 これまでの事業の達成状況や市の取り巻く状況の変

化、市民の要望などを考慮した上で新年度予算編成を

行うと思いますが、編成に当たっての基本的な考え方

と重点施策についてお伺いいたします。 

 市民満足度調査が行われました。その結果をどのよ

うに評価しているか。調査結果を受けて施策の変更が

あるのか、また変更がある場合、その内容についてお

伺いいたします。 

 次に、久慈地区火葬場の改築計画についてお伺いい

たします。 

 久慈地区の火葬場は老朽化が進み、改築に向け、広

域連合議会で用地取得の予算が可決されました。今議

会の一般会計補正予算にも広域連合火葬負担金として

約6,600万円が計上されています。建設予定候補地の

選定について、広域連合から久慈市に対し候補地の推

薦要請があり、久慈市では現火葬場を含む４カ所を推

薦したと答えております。建設予定候補地は、市の推

薦した場所以外であり、なぜ違う建設予定地としたの

か、市民にわかりやすいように説明すべきと考えます

が、候補地選定の経過を具体的に説明願います。 

 次は、いわて森のトレーの補助金返還にかかわる質

問です。 

 会計検査院から指摘を受け、岩手県に対し補助金返

還命令が出されました。補助金返還完了までの間、延

滞金が発生することから、この延滞金を回避するため

に県民、市民の税金で補助金返還を行い、ことし３月

で完了したところです。いわて森のトレー生産協同組

合は、製造機械を納入したトリニティー工業を相手取

って損害賠償請求裁判を行い、勝訴によって補助金返

還を行おうとしたわけですが、生産協同組合の全面敗

訴という形で裁判が終了しました。いわて森のトレー

生産協同組合から補助金を返還してもらうためにこれ

までの取り組み状況と今後の取り組み予定についてお
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伺いいたします。 

 次に、市民バス運行について質問いたします。 

 実証実験運行は、通院、通学、買い物など住民の足

としての適正な路線の確保、観光客の利便性の向上を

目指し８月から10月までの間、３カ月間行いました。

内容は、生徒の下校時間帯の増便、土日の運行、市内

開業医を循環する路線の新設、観光客を対象とした運

行あるいは電話予約による運行を行ったわけです。利

用状況はどうであったか、またどのように評価してい

るか。あわせて、平成23年度以降の運行についての考

えをお伺いいたします。 

 次に、高校通学支援バスについてですが、久慈高校

山形校の閉校に伴い、山形町から久慈までの通学支援

バスが運行され、経済的負担がなく、高校生はもちろ

ん、保護者も大変喜んでいると聞いています。この通

学支援バスに係る県からの補助が本年度で終了する予

定となっていますが、平成23年度以降について、県補

助による運行を継続されるようさらに要望すべきと思

いますが、どのように考えているかお伺いいたします。 

 次に、道路の冠水対策についての質問です。 

 排水側溝が整備されていない道路で、雨が降ったと

きの排水が適切に行われないため、道路上に雨水がた

まり、歩行者はもちろん自転車やバイクの通行が困難

になっている箇所が見受けられます。一歩間違えば事

故につながる可能性もあります。道路上に水がたまら

ないようにすることや、１分でも早く水たまりの解消

が必要と思いますが、その取り組み状況についてお伺

いいたします。 

 また、市道に面した土地に土盛りが行われて家が新

築されたり、道路の法面にも土盛りが行われて排水が

できないところも多数見受けられます。市道に面した

土地への土盛りを行う場合の側溝設置基準についてお

伺いいたします。 

 次の質問は、市道久慈夏井線の改良工事についてで

すが、これまで議会でも幾度となく取り上げられてき

ました。市道久慈夏井線の久慈東高校から夏井町早坂

地区間の約2.3キロメートルは急カーブ、急勾配で道

幅も狭く、未舗装のため、一般車両の通行は困難な状

況にあります。道路の拡幅や切りかえトンネル工事な

ど多額の経費が予想され、市単独予算で整備すること

が困難なことから、久慈市として県代行事業採択へ向

け要望してきたところでありますが、県代行事業採択

の見通しについてお伺いいたします。 

 次に、教育行政について質問いたします。 

 久慈小学校の改築にかかわって３点にわたってお伺

いいたします。 

 １つ目は、児童用の机についてですが、現在の規格

になってから既に10年が経過しました。旧規格のまま

使用している学校が多く存在します。規格が新しくな

るとき、多様な教材などに対応できるように、天板の

寸法のほか大きさの基準、キャスターつき、コンセン

トつき、高さ調節などが変更となりました。天板の大

きさも幅が60センチから75センチメートルまでの５セ

ンチ刻みに４種類があり、選択できるようになりまし

た。私が学校で勤務していたとき、子供たちが勉強し

やすいようにと新規格の机をそろえたいと考え、机の

寸法、子供の人数、教室の面積、机の並べ方、机と机

の間や前や後ろの空間を計算したところ、新しい規格

の机を入れることができませんでした。理由は、教室

が狭かったからです。 

 旧規格の机と70センチメートル幅の新規格の机で教

科書とノートそれぞれを開いて並べてみました。また、

習字を行う場合、手本と半紙を並べ、すずりや筆を並

べてみると、天板の大きさによる違いは歴然とします。

子供たちが使用している教科書やノートの大型化やさ

まざまな学習用具を使用することを考えると、天板の

幅は70センチメートルは必要と私は考えます。校舎建

築に当たって、新規格の机を導入すべきと考えますが、

どのように考えているかお伺いいたします。 

 また、久慈小学校の校舎のわきや校舎の前の道路に

は歩道がなく、大変危険な状況にあります。校舎周辺

の道路には歩道の設置が必要と考えますが、どのよう

に考えているかお伺いいたします。 

 私は、小中学校で40年以上にわたって勤務し、多く

の学校を経験してきました。普通教室や特別教室、そ

のほかの活動する部屋などの配置や教室内の戸棚、掲

示板の設置位置など大きなことから小さなことまで、

校舎建築に当たっては実際に校舎を使用する教職員の

意見が反映されることが大事だと考えます。久慈小学

校建築に向けて多くの意見を聞く機会を設けてはいま

すが、現場で働く教職員の声をどのような形で取り入

れようとしているのかお伺いいたします。 

 次の質問は、小中学校への小型除雪機の配備につい

てです。学校を訪問したとき、道路から玄関や給食の
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搬入口までの距離があり、子供や教職員の数も少なく、

除雪に苦労している。小型除雪機が欲しいとの声があ

りました。同じ市内であっても降雪量や道路からの距

離など学校によって状況は異なりますが、希望する学

校への小型除雪機の配備が必要かと考えますが、その

配備についての考えをお伺いいたします。 

 後の質問は、野球場についての質問です。 

 ９月議会で、野球場建設に向けての調査事業費が決

定され、今年中に場所の決定をしたいと考えを示され

ましたが、野球場建設計画の進捗状況についてお伺い

いたします。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○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）  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、新年度予算編成についてお答えをいたしま

す。 

 予算編成の基本的な考え方につきましては、昨日の

政和会代表、佐々木議員ほかにお答えいたしましたと

おり、厳しい財政環境を踏まえまして、全事業につい

てゼロベースからの見直しを行うとともに、行政評価

に基づき、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

かつ効率的な活用に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、重点施策につきましても、昨日の政和会代表、

佐々木議員ほかにお答えいたしましたとおり、時代の

要請にこたえる事業を中心に、現在策定中の久慈市総

合計画後期基本計画に基づく、諸施策の推進を図って

まいりたいと考えております。 

 次に、市民満足度調査の新年度予算への反映につい

てお答えいたします。 

 市民満足度アンケート結果につきましては、昨日の

新政会代表、澤里議員にお答えいたしましたとおり、

市民の声を把握する上での貴重な機会であったととら

えており、この市民の声も参考にしながら、今後の市

政運営に当たってまいりたいと考えております。 

 なお、久慈市総合計画は、平成18年度から平成27年

度までの10カ年の計画となっており、現在、６つの基

本方針、29の主要施策を掲げているところであります

が、前期基本計画から後期基本計画に移行することに

よっての主要施策の変更は予定していないところであ

ります。 

 次に、新火葬場の建設についてお答えをいたします。 

 ご質問の新火葬場の建設候補地の選定経過について

でありますが、建設候補地の選定に当たりましては、

久慈広域連合構成４市町村の協議の中で、久慈市内に

設置することとなったことを受け、久慈市から４カ所

の候補地を久慈広域連合に推薦し、その後さらに検討

を加え、アクセス道路の一部に狭隘な区間があるなど

の課題を付記し、現火葬場を優先適地として推薦した

ところであります。 

 久慈広域連合では、久慈広域管内住民の利便性等を

考慮し、交通アクセスの状況及び建設に係る諸課題に

ついて比較・検討する観点から、現火葬場のほかに新

たに平沢地区資機材置き場及び北野地区民間野球場跡

地を候補地に加えて検討した結果、北野地区民間野球

場跡地が建設候補地として も適していると判断し、

決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。 

 次に、いわて森のトレー補助金返還についてお答え

をいたします。 

 補助金回収に向けた取り組み状況と今後の取り組み

についてでありますが、昨日の新政会代表、澤里議員

ほかにお答えいたしましたとおり、いわて森のトレー

生産協同組合の財産状況、債務整理の方針等を確認し

ているとともに、補助金返還資力の有無などを見きわ

め、未収金債権の回収に向けて全力で取り組んでまい

る所存であります。 

 次に、市民バスの運行についてお答えをいたします。 

 今年８月から10月までの３カ月間実施いたしました

運行の実証実験は、通院や通学、買い物等の利便性の

向上など、路線ごとにテーマを設け、実施したところ

であります。 

 増便や乗りかえ解消などによる利用者の増加は認め

られたものの、経路変更や時刻変更は利用者の増減に

反映されなかった、あるいは市民への周知期間や方法

等に改善の余地があったものと検証しているところで

あります。 

 特に、デマンドバスとデマンドタクシーの運行では、

利用者が少なかったことから、実質的なノウハウを把

握するまでには至らなかったものの、利用方法の周知

に万全を期することで運行が可能ととらえているとこ
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ろであります。 

 これらのことから、さきの清風会代表、堀崎議員に

お答えいたしましたとおり、公共交通機関としての維

持・存続ができるよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、高校通学支援バスについてお答えをいたしま

す。 

 この通学支援バスは、久慈高等学校山形校が本校に

統合されたことに伴い、山形町内からの高校進学を支

援するために、平成20年４月から平成22年度までの３

カ年に限定された県補助を得て運行してきたところで

あります。 

 本補助制度は、久慈高校山形校の統合を契機に創設

された制度であり、当市といたしましては、これまで

の利用実態等を踏まえて、補助の継続を働きかけてま

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、降雨時における道路への冠水を発生させない

ための取り組みでありますが、市道に接した土地への

土盛りや宅地開発等に当たっては道路が冠水しないよ

う、その原因者に対し排水対策を施すように指導して

いるところであります。 

 次に、側溝設置基準についてでありますが、社団法

人日本道路協会で示す道路排水工指針に基づく側溝断

面を確保するよう指導しているところであります。 

 次に、市道久慈夏井線の改良についてお答えをいた

します。 

 本路線の県代行事業採択の見通しについてでありま

すが、さきの清風会代表、堀崎議員にお答えいたしま

したとおり、これまで岩手県に対し、重点事項として

要望してきたところであり、県代行事業としての早期

の事業化は難しい状況であると伺ってはおりますが、

さらに調査研究を重ね、努力し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。 

○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）  社会民主党、梶谷武由議員

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、久慈小学校改築についてお答えをいたしま

す。 

 まず、新規格の児童机の導入につきましては、新た

に購入が必要となった机等につきましては、新規格の

ものを購入してまいりたいと考えております。 

 次に、校舎周辺の道路への歩道設置についてであり

ますが、平成20年度に開催した久慈小学校建設構想策

定委員会からの意見もあり、児童の安全を確保する面

からも関係部局と協議してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、教職員の声をどのような形で取り入れるかと

いうことについてでありますが、平成20年度に開催し

た建設構想策定委員会の委員として教職員の意見を伺

っており、また、現在、基本設計の策定業務を契約業

者が進めているところであり、その中で教職員を含め

た方々から幅広く意見を聞き、新しい久慈小学校建設

の参考とするため、ワークショップが開催されている

ところであります。 

 次に、小中学校への小型除雪機の配備についてお答

えをいたします。 

 山形町地域内の小中学校におきましては、全校に小

型除雪機を配置しております。 

 校地の除雪は、各校で対応しているところであり、

大雪の場合などについては、状況を見ながらＰＴＡや

地区住民にボランティアでお願いするなど、対応して

いるところでありますのでご了承願います。 

 後に、野球場建設についてでありますが、昨日の

新政会代表、澤里議員ほかにお答えしましたとおり、

現在、野球場建設の可否を判断するための基本調査を

専門業者に委託し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。 

○議長（宮澤憲司君）  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

の再質問を行いたいと思います。 

 まず、第１番目は来年度の新年度予算編成に当たっ

てですが、重点施策、あるいは施策の変更等をお尋ね

したわけですが、市民満足度調査、このアンケート結

果から重要度が高くて、そして満足度の低いもの、こ

れを上げると地域医療、これが断トツなわけですが、

そして道路整備とか簡素で効率的な行政が上げられる、

三つぐらい上げるとすれば、これぐらいが上げられる

と思うんですが、地域医療の部分についてはワクチン
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の接種・予防接種とか、あるいは医療費の助成等につ

いて具体的なお答えが、前の議員への答えであったわ

けですけれども、道路整備とか簡素で効率的な行政の

部分での今後の施策に加えた、さらに力を入れていく

部分というのがあれば、どのように考えているかお伺

いします。 

 それから、火葬場についての経過についても、 初

の部分は説明報告等もお答えがあったわけですが、宮

城球場が出てきた経緯、ここがわからない。ここが、

一番なぜ宮城球場が出てきたのかと、浮上した経緯に

ついてお答えを願いたいと思います。新しい火葬場を

つくるに当たって、今提起されている宮城球場が適地

か適地でないか以前のやっぱり問題ではないかなと。

その出てきた経緯をお答え願いたいと思います。 

 次に、森のトレーの問題については、たくさん質問

したいと思うんですが、一つは補助金返還命令が平成

14年に出されて、ことし平成22年、かなりの年月がた

っているわけですが、裁判を行っている間にも補助金

返還にかかわって努力をしてきたかと思うんです。こ

れまで、返還された補助金の金額は幾らか。それから、

税金、固定資産税等、あるいは水道料等さまざまあっ

て、これも滞納しているということは前の議会でも報

告等の答えがあったわけですが、それらの納入状況は

どのようになっているかと。補助金とか、この税金の

返還、あるいは納付、このできない理由は何なのか。

事業者から、生産協同組合から、これこれで納入でき

ませんので猶予を願いたいとか、あるいはできないと

かいうのが聞いていれば、その答えをお願いをしたい

と思います。 

 あと、生産協同組合、あるいは理事長の資産等の処

分を求めながら補助金返還、あるいは税金の納入を求

めたことがあるのかどうかと。これらのことを行って

いく段階で、いわゆる民法による詐害行為の認識とい

うあたりにかかわってくるかとは思うんですが、その

詐害行為の認識をしたという時点から２年が時効とい

うことになってくれば、時効そのものがもう成立して

いるのではないかという考えも出てくるんですが、弁

護士等と相談をして時効はまだ成立していないという

ことは弁護士と相談しての答弁だったのかお伺いしま

す。 

 それから、返還資力がなかった場合、裁判を行って

も返還資力がなければ、当然返してもらえないわけで

すが、その場合どうなるのか。補助金等が返還されな

かった場合における市の責任はどうなるのかお伺いを

したいと思います。 

 それから、次は、市民バスにかかわる部分ですが、

去る11月30日に公共交通会議が開催されて、路線の廃

止や統合が提案をされたわけです。これは、地元への

説明がまったく行われない状態の提案であって、公共

交通会議の目的や精神といったものが地域住民の交通

の利便性の確保、向上に寄与するという、こういう目

的というのがあるわけですが、これに沿ったものでは

ないというふうに思うわけですが、 終的には来年１

末の公共交通会議で決定をするというふうになってい

るわけですけれども、これから地域で行われる説明会、

ここで出された地域の声はどのような形で公共交通会

議に生かされるのか。そこをお尋ねしたいと思います。 

 また、廃止される路線、侍浜駅から侍浜小学校間の

運行廃止。これが提案をされたわけですけれども、利

用者が少ないとはいえ小学生の何人かも乗っていると

いう実態もあるようです。駅から学校まで約4.5キロ

メートルぐらいあるわけですが、この間で２キロぐら

いまったく人家がない。山道がずっと続くという、こ

れは私がもう話すまでもなく実際にあるわけですが、

この小学生の交通手段・通学手段をどのように考えて

いるのか。学校が統合してなくなったのであれば、ス

クールバス、あるいはスクールタクシーというふうに

なるわけですが、堀切からの通学であれば、そういう

通学用のバス、タクシーの運行とならないわけですけ

ども、通学は補償していかなければならないと。数年

前に子供が連れ去られる事件もあったわけです。その

地域から帰って来る、あるいは通わせる親の気持ちと

いうのを考えれば、やはりバスの廃止というのはすべ

きでない。ぜひ、通学手段を確保していかなければな

らないと思うんですが、考えをお伺いをします。 

 それから、通学支援バス。山形からの通学支援バス

の部分ですが、こっちについては県へ要望をしていく

という答えをいただいたわけですが、それでこの要望

のとおり実現をすればいいわけですけども、もし県の

補助がなくなった場合のバスがどういう形で考えてい

くのか。11月30日の公共交通会議では、この部分につ

いては提案が、提案といいますか、まったく触れてい

なかったわけで、ここをどのように考えていくかをお

伺いします。 
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 それから、道路の冠水対策の部分については、個人

所有の土地の土盛りについては、これは個人のそれぞ

れの判断なわけですけども、道路の法面に土盛りをす

るといったとき、市と協議していかなければならない

わけですけども、中にはやはり無許可で行っているの

があるのではないかなと思うんですが、そういう認識

とか行っているところの状況をつかんでいるのかどう

か。また、どのように指導をしているのかをお伺いを

します。 

 あと、久慈小学校の建築に向けた部分で、机は新規

格の物をと。新規格でも、幅が60センチ、65センチ、

70センチ、75センチと、さまざまあります。現在の１

学期当たりの定員が40名となっていて、この新しい規

格の大きい机を入れようとすれば、かなり教室が狭く

なるのではないかなと、私が小久慈小学校で勤務して

いたとき、入れたい、ぜひそろえていきたいと思って

計算をすれば無理だったんです。先生方が机の間を歩

くことがほぼできない。あるいは、後ろも前もびしっ

となるということで、新しい規格の一番大きい机を入

れても、40人で面積が確保されなければならないと思

うんですが、教室の面積をどれぐらいを予定をしてい

るのか。で、新しい机を入れる場合に、どの大きさの

机を入れようと考えているかお伺いをします。 

 あと、それから、先ほどの小倉議員の質問のところ

にもあったわけですが、プロポーザルの参加業者を明

らかにということがあったわけですが、 初１回目に

６社、２回目に４社ということですが、業者名とそれ

からなぜ２回目が４社になったのか。そこの部分につ

いてお伺いをします。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  森のトレー事業について、今

後の責任のあり方についてどう考えているかといった

ようなお話しがございました。この点について、私の

考えをお伝えをしたいと思います。そうした中で、こ

れまでの経緯についてぜひ認識を同じくした上でのご

議論をいただきたいということを考えておりますので、

若干なりとも経緯についてお話しをさせていただきま

す。 

 まず、平成10年６月でありますけれども、現トレー

の組合理事長から当時の久慈地方振興局に森トレの事

業化構想が持ち込まれたということがあります。同年、

平成10年でありますが、９月29日でしょうか、いずれ

９月に補正予算に係る臨港事業実施について、久慈市

から木製トレーの事業について要望があったというこ

とであります。県に対して要望があったと、久慈市か

ら要望があったということであります。若干、途中を

省きますが、そしてその翌年の平成11年１月４日であ

りますけども、申請していた事業計画に対して林野庁

から承認があったということであります。平成11年６

月21日に組合からの申し出を受けて、久慈市が県に景

気対策臨港事業の計画変更を、久慈市が県に申し込み、

県が計画変更を行ったということであります。翌年の

平成12年になりますが１月27日、組合が10年度景気対

策臨港事業の繰越事業及び11年度強化臨港事業で導入

する機械設備についてトリニティーと売買契約をした

ということであります。同年、平成12年の３月27日、

久慈市が完了確認調査を行い、振興局がこれに立ち会

っている。また、その４日後でありますが、３月31日

には振興局が完了確認調査を行い完了と認めた。これ

が平成12年であります。 

 それから、平成13年の主な動きでありますけども、

組合が12年度強化臨港事業で導入する機械設備につい

て売買契約を締結したとなっております。で、この平

成13年の、今のは１月の段階でありますが、２カ月後

の３月に入りまして、久慈市が12年度強化臨港事業の

完了確認調査を行い、振興局が立会した。翌日の３月

28日には、今度は振興局が完了確認調査を行い完了と

認めたというのが、平成13年までの流れであるわけで

あります。 

 そして、平成14年８月25日には、組合が事業を中断

するわけであります。伴って、従業員全員を解雇して

いるわけでありますが、この前に平成14年の６月には、

会計検査院の実施検査が行われております。平成14年

６月であります。同年11月、すなわち平成14年11月に

は国庫補助金12億7,900万円余が不当と認められると

の国会報告がなされている。これが、平成14年の主な

動きであります。 

 その後、実際に国から県へ、県から市へ補助金返還

命令が伝わってくるわけであります。その際に、県と

市とでもってお互いの責任のあり方といったものにつ

いて協議を行ってきた結果が、いわゆる皆様ご承知の

返還スキームと呼ばれるものでありまして、まずは３

分の１を先行返還、その３分の１の中にあっては県と

市の責任割合は７対１ということでありますし、県か
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らの嵩上げ補助分については、それは除外されている

ということであります。 

 こうした中で、今後私どもは債権回収に全力を挙げ

てまいる覚悟でありますけれども、こういった返還ス

キームの中で決着をつけていく。このことが責任をと

ることの第一義だろうと、このように考えております。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  詐害行為のご質問について

お答えいたします。いずれ、詐害行為については先ほ

ども答弁を申し上げておりますが、いずれ関係者が悪

意、または重大な過失によって財産等について移動し

たということが、いわゆる法的に判断を求められると

いうことが、いわゆる詐害行為ということになろうか

と思いますので、その辺の法的な手続きを求めながら

裁判を起こすというふうなことでの、それは２年以内

ということになろうかと思いますけれども、それによ

って時効が中断するということであります。弁護士あ

るいは県等の指導を受けてるところであります。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  市民満足度アンケート調

査の結果を受けて、簡素で効率的な行政運営というの

をどういうふうに、指標といいますか、あらわすのか

というふうにとらえましたけれども、これは先ほど議

員が列挙されました、例えばワクチン事業とかそうい

うふうな事業費で示すものとちょっと質が違うのかな

というふうに考えましたけれども、いずれ効率的な行

政運営と申しますのは、いずれこれは国等で集中改革

プランで示されるような数値設定等もございますけれ

ども、これは国からどうのこうのではなくて、私ども

は常に不断の努力をしなければならんと、そういうふ

うには思っております。それで、現実的にどういうふ

うにやっているかといいますと、行政評価といいます

か、それらのいろんな手法を入れまして、いずれ市政

改革プログラム、これを推進しておりまして、その成

果につきましては、いずれホームページでもってプロ

グラムの進捗度、成果については、これは公表してい

るところでございます。いずれ、あえて申し上げます

ならば、ですからどっちかと言えば予算でこれやりま

すから効率的な行政しますとか、そういうふうな格好

は成りづらいものだと思っていますが、あえて新年度

予算編成に絡めて申し上げますと、例えばことしなん

かもやっているのが電算の更新とか、これら何かがか

なり予算的にはダウンとなってきます。これまでと比

べて。そのような目に見えないところでも、私らのや

っぱり事務的な経費、これについては努力しているつ

もりでございますし、先ほど集中改革プランのお話も

しましたけれども、いずれ人件費等のこれにつきまし

ても、効率的なというふうに限って言えば職員数も結

構減っているというふうな格好になっていると思って

おります。 

 以上です。 

○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）  私からは、市民バス

の運行にかかわりましてのご質問にお答えしたいと思

います。 

 議員からのご指摘ありましたとおり先月の30日に地

域公共交通会議を開いて、私どものほうの23年度以降

の運行の形態についてご説明をし、ご審議を賜ったと

ころでございます。これを受けて、今月の11日から17

日にかけて各地域に入りまして住民の皆様と懇談しご

意見をちょうだいし、その後また地域公共交通会議を

開いて決定してまいりたいというふうな手順を予定し

ております。 

 地域の皆様の声につきましては、今までは特にこれ

と言った大きなご要望というのは、私どものほうには

届けられておりませんが、こういう機会でございます

ので、ぜひ地域の皆様のご意向をお伺いしながら、利

用しやすい市民バスになるように考えてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 一つの例、例えば侍浜駅から侍浜小学校までの路線

の運行の件で、一つの例を挙げてのご質問もございま

したけれども、これまであの路線につきましては、行

きが侍浜駅までの高校生の通学の利便を図るという部

分、帰りは小学生の通学の利便を図るというふうなこ

とでの運行を地元のほうからご要望がありましたよう

にしておったんですが、実際問題、高校生の通学の場

合ですが、恒常的に使っている方というのは１名程度

と、帰りの便の小学生の関係については、ほとんどお

使いになっていないということで、平均乗車率等でも

調べて、五回ほど私どもがこれまでに調べております

が、なかなか一人というところでは行きつかない数字

が出てきておりまして、これについては親御さんは、

実は高校生の場合もそうなんですが、送り迎えをして
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いるという実状がございますし、そこのところはぜひ

私どもとしては、ほかの路線を守るためにもご理解を

賜っていきたいなというふうに考えているところでご

ざいます。 

 それから、通学支援バス、山形町地域の高校生たち

の通学支援ということで県補助を得て３カ年の限定で

の補助を入れての運行でございました。これについて

は１万6,500人から１万7,500人というふうな利用状況

でございまして、２カ年の実績でございますが、一般

の方々も混乗という形での利用で相当使われていると

いう認識に立ちまして、県教委のほうには市長から答

弁申し上げましたとおり、ぜひこれは継続してほしい

ということで要望はしておりますが、県のほうも全県

的な対応もしなきゃいけないということで、正式な回

答についてはまだ至っていないところでございます。

ただ、これについては 悪の場合、議員ご指摘のとお

り 悪の場合も考えられますが、私どもといたしまし

ては市民バスとしての運行需要というのもあるだろう

というふうに想定しておりまして、できるだけ現状の

運行の仕方を考えていきたいなというふうに考えてお

ります。ただ、ここについてはＪＲ東日本バスの定期

バスも運行しており、路線バスっていうんですか、し

らかば号の路線運行もしております。これらのところ

の兼ね合いもございますんで、現在、料金は山形町ガ

タゴンから久慈駅までですが770円という状況もござ

います。ここらのところも考えを合わせながら陸運と

のほうとの、何というんですか、説明、それから承認

というところでこれからの努力が必要かというふうに

考えています。あるいは、これらの難問が山積してお

りますが、山形町の皆様の足をぜひ守ってまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  火葬場にかかわって、

球場跡地が候補地になった経緯についてということで

ございます。これについては、久慈市からの優先適地

の推薦を受け、その後、現火葬場を検討する中で課題

等、比較検討するため、久慈広域連合の事務局職員が

図面、あるいは現地調査等によって選定していったも

のでございまして、12月以降検討を初め、１月後半に

この３カ所が固まったということで、久慈広域連合か

ら伺っているところでございます。 

 次に、いわて森のトレーにかかわって、税の納入状

況というご質問をいただきましたが、税の個別の案件

についてはお答えできませんのでご了承いただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  森のトレーにかかわっ

て、補助金の市の返還額が幾らかということでござい

ました。5,329万6,000円でございます。 

 あと、全体の国県補助金は15億3,478万5,200円でご

ざいます。うち、国庫補助金は12億7,910万4,000円で

ございます。それに対して市のほうで返還済みの金額

が、先ほど申した5,329万6,000円でございます。 

 それから組合、または組合にかかる個人の資産を調

べているかということでございます。ただいま調査中

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）  冠水対策にかかわって、法

面の土盛りにかかわって無許可のところがあるんでは

ないかということでございます。市のほうでは、この

市道に沿って土盛り等がある場合、市道の占用許可、

こういった部分を出していただいて指導しているとこ

ろでございます。 

 議員ご指摘のとおり、無許可でそういうふうな土盛

りをしているところは散見されます。そういった部分

についてはパトロールをしながら、そういった地権者

の方々にご協力をお願いするというふうな形で指導を

しているところであります。 

 それから、先ほど久慈小学校の設計にかかわっての

プロポーザル、これにかかわって業者の名前と、それ

から６社から４社に変わった理由ということでござい

ました。第１回目のプロポーザルに参加した業者であ

りますが、市内の業者が２社ございます。株式会社久

慈設計久慈、それから株式会社長内健一建築設計事務

所、それから盛岡市に本社があります株式会社久慈設

計、それから本社は東京でありますが株式会社山下設

計東京支社、それからやはり本社が東京でありますけ

れども株式会社梓設計東北事務所、この６社が第１回

目のプロポーザルに参加したところであります。 

    〔「５社じゃない」と呼ぶ者あり〕 

○建設部長（晴山聰君）  すみません。盛岡市のもう
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１社、株式会社渡辺設計事務所であります。この６社

が、第１回目のプロポーザルに参加したところでござ

います。先ほど副市長からもご答弁申し上げましたけ

れども、その審査そのものについては各社から20分程

度の説明等をいただいて、それが全部終わった後、全

体の中身について我々は審査をしたわけであります。

その中で、やはりまだ十分聞く必要のあるという判断

の中で、第２回目のプロポーザルを実施いたしました。

それが10月４日であります。第１回目に参加した各業

者に対して、第２回目のプロポーザルのご案内を差し

上げたところ、渡辺設計事務所さんと梓設計事務所さ

んが辞退をしたということで、４社の中で再度同じ20

分で意見を聞いて、説明を聞いて再度審査をしたと。

そういった流れでございます。 

 それから、先ほど委託業務の設計の公表ということ

でありました。これについては、委託業務等について

は、開示請求があれば公表をしているところでありま

すので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）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  久慈小学校の改築にかか

わりまして、新規格の児童机の導入でございますが、

その購入については努力をしていきたいと思います。

その机の規格４種類あるわけでございますが、どの種

類の机を導入するかにつきましては、今後学校と協議

を重ねながら決定してまいりたいと思います。 

 それから、教室の大きさにつきましても、新規格の

机、 大の物が収容できるスペースということで計画

し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）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  森のトレーにかかわって、返

還された補助金額というお尋ねをしたわけですが、生

産協同組合が返還した金額は幾らかということでした。

国に対して返還したのがどうのこうのじゃなくて、生

産協同組合が返還した金額。どなたでも結構です。久

慈市に対して返還したということ。 

○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。組合からは市のほうに返還になってございません。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  梶谷議員に、ちょっとこれか

らのこともありますのでお願いしますけれども、一応

質問時間というのは申し合わせ事項で決まっているわ

けです。実際、今７分も経過をしているわけです。で

すから、これからはそういうことを考慮をしながら質

問事項を選定をしていただきたい。 

 再質問を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（宮澤憲司君）  以上で、本日の日程は終了を

いたしました。 

 12月15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29分   散会   
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