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    午前10時00分   開議   

○議長（宮澤憲司君）  ただいまから本日の会議を開

きます。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（宮澤憲司君）  日程第１、一般質問を行いま

す。順次質問を許します。３番上山昭彦君。 

    〔新政会代表上山昭彦君登壇〕 

○３番（上山昭彦君）  おはようございます。私は、

第26回久慈市議会定例会に当たり、新政会を代表して

市政を取り巻く諸課題について一般質問を行います。 

 今任期 後の定例会において、会派を代表しての機

会を与えてくださいました新政会の皆様に感謝申し上

げますとともに、１年生議員として成長させていただ

き、４年間お世話になりました事務局及び当局に感謝

を申し上げます。 

 前日に登壇された質問者と、何点かにわたり重複す

る項目がございますが、割愛せず通告に従って順次質

問させていただきます。 

 質問に入る前に、過日ニュージーランドで発生いた

しました地震により、岩手県出身の方や多くの皆様が

いまだに行方不明でありますことに、心からお見舞い

を申し上げますとともに、地震国日本におきましても、

特に大きな地震がある三陸沿岸地域の当市においては、

市民の皆様に今週２月27日に開催された津波防災発表

会などもさらに関心を持っていただき、地震災害や津

波災害に向けて日ごろから防災意識を高めていただき

たいことを祈り、早々質問に入らせていただきます。 

 まず 初に、施政方針演述についてであります。国
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内の経済は、円高やデフレ傾向、エコカー補助金の終

了などによる影響が出ており、本市の財政に対する経

済環境も大変厳しいものと考えます。 

 施政方針演述の中では、行政評価を予算と密接に連

動させ、選択と集中を徹底すると述べておりますが、

市長が取り組む具体的な手法についてお伺いいたしま

す。 

 次に、平成23年度予算についてであります。 

 景気低迷による市税等の減収が見込まれる中、久慈

小学校改築等の実施などにより、厳しい財政運営が予

測されますが、平成23年度予算における重点施策につ

いてお伺いいたします。 

 次に、久慈市総合計画後期基本計画についてであり

ます。 

 平成23年度からの５カ年にわたる久慈市総合計画後

期基本計画において、これまでの市政改革プログラム

や財政計画を取り込み、新たに第８章として「まちづ

くりのための市政改革」を設けることとしております。

新章を追加して取り組む意義についてお伺いいたしま

す。 

 次に、地上デジタル放送についてであります。 

 さきの議会においても議論があり、いろいろな意見

や地域の状況等も報告されております。アナログ放送

廃止が今年７月に迫っている中、デジタル放送への移

行漏れを防ぐ諸対策が急務と考えますが、ご所見をお

伺いいたします。 

 次に、消火栓の設置についてであります。 

 市道三崎漁港線の住宅付近には消火栓がなく、防災

面から考えてもその必要性が大きいと思いますが、消

火栓設置の考えがないか、お伺いいたします。 

 次に、災害対策について３点お伺いいたします。 

 １点目として、雪害木についてであります。年末か

らの大雪により、市内の山林の立木が中折れや、場所

により根こそぎ倒れるなど、悲惨な状況が随所で見受

けられますが、山林の被害状況と諸対策についてお伺

いいたします。 

 ２点目として、船舶被害についてであります。 

 昨年、12月22日に発達した低気圧による影響で、沿

岸部では漁船水没等の被害が発生し、また翌週の31日

にも強風に見舞われ、船舶に大きな被害を受けており

ますが、市内における船舶の被害数、また船舶被害を

受けられた方々に対しての支援対応策についてお伺い

いたします。 

 ３点目として、漁業被害についてであります。年末

年始の低気圧により、定置網にも大きな被害を受けて

おりますが、これら漁業者に対して市独自の支援の考

えがないか、お伺いいたします。 

 次に、南部アカマツについてであります。久慈地方

森林組合では、日本建築に用いられる組み木をもとに、

南部アカマツを利用し、幼児向け教育玩具「たくみ」

の製造販売を開始しておりますが、このような南部ア

カマツを利用した新たな商品開発や利用促進をさらに

重ねていく必要があると思いますが、市の考えをお伺

いいたします。 

 次に、産業振興について２点お伺いいたします。 

 １点目として、就職内定率についてであります。久

慈市の有効求人倍率が依然として低迷する中、若者の

地元定着のためにも、市内への就職を推進すべきと思

いますが、管内高校生の就職内定率についてお伺いい

たします。 

 ２点目として、ジオパークについてであります。 

 本年２月２日に、宮古市において当市を含む沿岸13 

市町村や県などが参加して、いわて三陸ジオパーク推

進協議会設立総会が開催され、その後、ジオパークシ

ンポジウムも開催されました。 

 ジオパークの認定は、地域振興と観光振興を図る上

で大きな指標ともなり、沿岸自治体間の協力により設

立された、いわて三陸ジオパーク推進協議会では、当

市としても各方面においてさまざまにかかわっていか

なければならないものと思いますが、どのようなかか

わり方を考えているか、ご所見をお伺いいたします。 

 次に、土木行政について、大きく２点についてお伺

いいたします。 

 １点目として、除雪対策についてであります。大み

そかの31日に、岩手県域ではまれに見る大雪、大雨、

強風に見舞われ、当市も近年にない降雪量があり、特

にも山根地区及び山形地区では、市道等の除雪に相当

の予算が消化されたものと苦慮いたしているところで

あります。 

 本年度における費用が不足することも考えられます

が、除雪費用の状況についてお伺いいたします。 

 ２点目として、市道整備について４つに分けてお伺

いいたします。 

 １つ目は、現在工事中である市道上長内日吉町線の
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歩道設置について、現在校門の左右にわたり本格的な

工事が行われております。現在の進捗状況と３月末ま

での区切りとして、平成22年度分で進められる工事予

定についてお伺いいたします。 

 ２つ目として、長内小学校や長内中学校の児童生徒

が多数登下校に利用する市道上長内下長内線において

経年劣化に加え、通行車両の多さと雨や凍結による劣

化で起こったひび割れやくぼみなどの破損箇所につい

て、部分補修ではなく全面的な改修ができないものか、

お伺いいたします。 

 ３つ目は、都市計画マスタープランにも市街地周辺

の連携を強化し、地域のネットワークを形成する地域

連携軸として示され、施政方針演述の中にも都市計画

道路として整備を推進する予定であることが示されま

した。広美町海岸線の来年度における具体的な計画を

お伺いいたします。 

 ４つ目として、長内川にかかる新街橋を含む市道新

街橋通り線と右岸側の堤防との交差部分でありますが、

この交差部分は堤防部分より市道が相当低くなってい

るため、大雨により滝ダムの放水量が増えると、交差

部分から新長内地区や広美町地区の住宅地域内へ長内

川からの流入が心配されます。市道部分のかさ上げ、

または水門の整備などの改良が必要と思われますが、

考えをお伺いいたします。 

 次に、小学校建設についてであります。 

 久慈小学校改築等の建設事業費が平成23年度予算の

中にも示され、今後設計から施工へと取りかかってい

くものと思われます。地元業者育成と雇用の促進のた

めにも、市内業者を優先的に指名すべきと思いますが、

考えをお伺いいたします。 

 次に、教育行政について２つの項目でお伺いいたし

ます。 

 １つ目は、学校再編についてであります。平成23年

度第２期再編が予定されておりますが、再編基本方針

の取り組み状況と再編の進め方、見通しについてお伺

いいたします。 

 ２つ目は、野球場建設についてであります。 

 平成28年岩手国体軟式野球競技の当地域における開

催に向けて、新野球場建設が推進されるわけでありま

す。過日、全員協議会において示されました６カ所の

建設候補地の中からさらに絞り込まれて、 終の建設

候補地が決定するものと思われますが、今後における

新野球場建設にかかわるタイムスケジュールについて

お伺いいたします。 

 次に、 後の質問項目でありますが、選挙開票につ

いて選挙管理委員会委員長にお伺いいたします。 

 以前にも、当会派から質問させていただいた経緯が

ございますが、当市の選挙事務の開票スピードは、県

内において常に下位のクラスに位置しております。何

が原因で開票結果の発表がおくれるのか、今までの反

省、教訓が生かされていないような感じがしておりま

す。今後の対応策についてお伺いいたします。 

 以上、新政会を代表し、登壇しての私からの質問を

終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  新政会代表、上山昭彦議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、施政方針演述で申し述べました行政評価の

具体的な手法についてでありますが、今般、久慈市総

合計画後期基本計画の策定に当たり、総合計画の達成

状況を客観的に示す主な指標を73項目選定し、それぞ

れについて年度ごとの目標値を設定したところであり

ます。 

 この目標値の達成状況を毎年度市民に公表するとと

もに、関連する諸施策の進行状況を踏まえた既存施策

の見直しや、新たに施策の立案と実行につなげてまい

りたいと考えております。 

 次に、平成23年度予算についてお答えをいたします。 

 具体的な重点施策につきましては、昨日の政和会代

表、桑田議員にお答えいたしましたとおり、新規事業

として今年度創設した小児用肺炎球菌ワクチンなどの

感染症予防接種助成事業に、新たにヒブワクチンを追

加いたしましたほか、久慈小学校改築事業など、子育

て支援の拡充と教育環境の改善に努めたところであり

ます。 

 また、廃棄物減量対策事業などの環境対策、さらに

は市単独の新卒者雇用支援奨励金交付金事業などによ

る雇用対策など、緊急を要する事業に対し重点的に予

算を配分したところであります。 

 次に、久慈市総合計画後期基本計画についてお答え

をいたします。 

 このたびの後期基本計画の策定に当たりましては、

第７章の「まちづくりのための連携」と第８章「まち
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づくりのための市政改革」を新たに設けたところであ

りますが、特に第８章につきましては、これまで総合

計画とは別体系として位置づけ取り組んでまいりまし

た市政改革プログラムの理念を総合計画に取り組んだ

ところであります。 

 このことによりまして、市政改革を実行する意義と

具体的な目的を改めて明確にしようとするものであり、

さらには、職員の改革意識の醸成を図りながら、限ら

れた経営資源を柔軟に活用することにより効率性を高

め、「夢・希望・未来に向かってひと輝くまち」の実

現を図ろうとするものであります。 

 次に、地上デジタル放送についてお答えをいたしま

す。 

 総務省においては、本年７月のテレビ放送の完全デ

ジタル化に向けた 終段階に当たり、国及び放送事業

者等が今後取り組む事項を取りまとめた完全デジタル

化 終行動計画及び完全デジタル化を加速するための

完全デジタル化に向けた 終国民運動を本年１月に策

定したところであります。 

 この中で、完全デジタル化に向け、国においては低

所得世帯に対するチューナー支援の拡充、高齢者対策

として全国1,000カ所程度に臨時相談コーナーの開設

を予定していると伺っております。 

 また、放送事業者においては、アナログ放送におけ

る告知スーパーの強化や広報ミニ番組による移行促進

などに取り組むこととしており、市におきましても、

引き続き広報等による周知や、難視聴地区における説

明会を開催するなど、総務省及び放送事業者等と連携

し、完全移行に向けた取り組みを進めてまいりたいと

考えております。 

 次に、消火栓の設置についてお答えをいたします。 

 市道三崎漁港線には、県道野田長内線と市道三崎漁

港線の交差点付近に消防水利として防火水槽が設置さ

れているところではありますが、交差点から東側の集

落に係る消火栓の設置につきましては、現地の状況を

踏まえ、消火栓などの消防水利の確保について検討し

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。 

 まず、雪害木についてでありますが、２月10日現在

で確認できました被害状況は、面積4.86ヘクタール、

被害額1,037万2,000円となっております。大雪により

いまだ被害を確認できない山林がありますが、今後

徐々に被害の実態が明らかになるものと考えておりま

す。 

 被害の対応策につきましては、森林国営保険に加入

している場合は、補償の対象になりますとともに、被

害木の除去は森林整備の補助事業が活用できますこと

から、関係機関、団体と連携をしながら、罹災した山

林所有者に対し、制度の普及啓発を図ってまいりたい

と考えております。 

 次に、船舶被害への支援策についてでありますが、

現時点で把握しておりますのは、漁船被害総額17隻、

2,105万円となっております。また、今後の対応等に

ついてでありますが、昨日の政和会代表、桑田議員に

お答えいたしましたとおり、漁船保険で復旧できると

のことから、その支援措置は考えていないところであ

ります。 

 次に、漁業被害についてでありますが、このことに

つきましては、現時点でとらえておりますのは、定置

網全損４ケ統、大破５ケ統、中破10ケ統、小破３ケ統

ととらえております。これらに対する対応につきまし

ては、同じく昨日の政和会代表、桑田議員にお答えい

たしましたとおり、県と市町村が利子補給する無利子

融資で、かつ元金返還を一定期間据え置きをする定置

網復旧緊急支援資金貸付事業により支援してまいりた

いと考えております。 

 次に、南部アカマツについてお答えをいたします。 

 南部アカマツの新たな利用促進についてであります

が、当市のアカマツは松くい虫被害を受けずに生育す

る国内でも貴重な産地となっております。特にも、南

部アカマツと呼ばれる幹が真っ直ぐで木目が細かいと

いう特徴を有した天然木を高級建築部材としてブラン

ド化し、利用促進を図ることは、本市林業の活性化に

つながるものと認識をいたしております。 

 この南部アカマツの利用促進を図るために、南部ア

カマツ振興センターや昨年７月に新設をされました三

圏域連携懇談会の森林資源活用専門部会との連携によ

り、地元施主や設計業者などを対象に、製材品利用拡

大に向け、含水率や建築部材としての強度など、使う

側の視点に立ったセミナーを開催したところでありま

す。 

 また、地域材を活用した家づくりの意識の醸成を図

るため、施主向けのパンフレットの作成や住まエネフ

ェスタ2010へのアカマツ材の出展などのＰＲ活動に努
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めたところであります。 

 今後におきましても、関係機関、団体と連携し、八

戸市方面をマーケットとしてとらえ、品質向上と安定

供給体制の確立を図るとともに、アカマツの持つ特質

を生かした利用を積極的に情報発信してまいりたいと

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。 

 今春卒業予定の管内高校生の就職内定率につきまし

ては、昨日の政和会代表、桑田議員にお答えいたしま

したとおり、平成22年12月末で就職希望者261人に対

し232人が内定し、その率は88.9％、また、管内希望

者の内定率につきましては、就職希望者63人に対し49

人が内定し、77.8％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、ジオパークについてでありますが、地球活動

の遺産を主な見どころとする自然公園の中の公園とし

て、ユネスコの支援によりエリア認定が開始された取

り組みであり、まさにいわて三陸地域こそがジオパー

クにふさわしい地域であるとの認識のもとに、ことし

２月に国の関係機関、県、市町村等で構成をする、い

わて三陸ジオパーク推進協議会が設立され、当市とし

ても参画したところであります。 

 なお、当市におきましては、国の緊急雇用対策事業

により取り組んできたところであり、今年度はジオマ

ップを作成しているところであります。 

 来年度におきましても、ふるさと雇用対策事業を活

用して人員を配置し、あわせてこれまでにも琥珀等研

究にたずさわってこられた団体や、地域住民と連携し、

さらなる推進を図ってまいりたいと考えております。 

 つぎに、除雪対策についてお答えをいたします。 

 本年度の除雪費用についてでありますが、これまで

年末年始等の大雪に対応してきたところであり、１月

末現在の除雪費用は2,594万8,000円となっております。 

 なお、今議会において今後の降雪も想定した除雪機

械の借上料などについて、補正予算を提案し、議決を

いただいたところであり、今後におきましても除雪に

は万全を期してまいりたいと考えております。 

 次に、上長内日吉町線の歩道設置の進捗状況と今年

度分の工事予定についてでありますが、全体計画延長

2,700メートルのうち、今年度末で980メートルが完成

する見込みであり、用地買収につきましては地権者57

名のうち31名の方との契約が完了したところでありま

す。 

 今年度分の工事は、舗装工を980メートル、盛土工

を100メートルと予定しており、来年度も引き続き用

地買収及び工事の進捗を図り、早期完成に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、市道上長内下長内線の路面補修についてであ

りますが、これまでも舗装のくぼみやひび割れ等の補

修を行い、交通の確保に努めてきたところであります。

しかし、近年は補修回数も多く、路面全体の補修の必

要性は認識いたしているところであり、今後補修の優

先度などを勘案しながら、順次舗装補修を進めてまい

りたいと考えております。 

 次に、広美町海岸線の来年度の具体的な計画につき

ましては、昨日の政和会代表、桑田議員にお答えいた

しましたとおり、現在地質調査や交通量調査が終了し、

事業認可に向け概略設計、交差点協議などを進めてい

るところであります。来年度におきましては、事業認

可申請や道路詳細設計等を行い、一部地権者の用地買

収等を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、市道新街橋通り線と堤防の交差部分の改良に

ついてでありますが、昨日の日本共産党久慈市議団代

表、小野寺議員にお答えいたしましたとおり、県北広

域振興局土木部において市道新街橋通り線との交差部

分を除き、来年度をもって完了する予定と伺っている

ところであります。 

 市道との交差部分の改良につきましては、同部と協

議を重ねてまいりたいと考えております。 

 後に、久慈小学校建設についてお答えをいたしま

す。 

 業者選定についてのお尋ねでありますが、工事発注

に限らず、業者選定においては基本的には市内業者育

成の観点から、入札参加資格者名簿に登載されている

市内業者を優先し、選定しているところであります。 

 今後の業者選定に当たりましても、同様の考え方で

市内業者の受注機会の増大を図ってまいりたいと考え

ております。 

 以上で、新政会代表、上山昭彦議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  新政会代表、上山昭彦議員

のご質問にお答えをいたします。 
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 初に、学校再編についてお答えをいたします。 

 学校再編の今後の方針についてでありますが、平成

20年５月に策定した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。 

 まず、平成20年度から平成22年度までの第１期対象

校でありました侍浜小学校角柄分校につきましては、

現在保護者や地区内で検討をいただいており、また山

根小中学校につきましては、中学校校舎に小学校教室

等を増築し、平成24年４月１日から併設校として運営

することで保護者、地区の方々とコンセンサスが得ら

れたところであります。 

 平成23年度から25年度までの第２期対象校につきま

しては、日野沢小学校並びに繋小学校が本年４月１日

で統合が決定しているところであり、小国小学校、霜

畑小学校、戸呂町小学校及び荷軽部小学校につきまし

ては、昨年11月に山形町内の再編対象校としている各

学校のＰＴＡの代表の方々等に、平成24年４月１日で

の再編を提案し、それぞれの地区で検討をお願いして

いるところであります。 

 このうち、荷軽部小学校及び戸呂町小学校について

は、平成24年４月１日で山形小学校への統合について、

両地区内で確認されていると伺っているところであり

ます。 

 夏井小学校、小袖小学校、宇部中学校、三崎中学校

につきましては、改めて保護者、地域の方々とコンセ

ンサスを得ながら、再編の方向性を見出してまいりた

いと考えております。今後も保護者及び地域の方々と

の懇談を行い、児童生徒の教育環境の整備を第一とし

て、地域コミュニティとのかかわり等も含め、総合的

な見地で基本方針に基づいた再編に努めてまいりたい

と考えております。 

 後に、新野球場建設の今後のタイムスケジュール

についてでありますが、昨日の政和会代表、桑田議員

にお答えいたしましたとおり、地権者への意向打診等

を行い、建設見通しのめどが立った後、地形測量、用

地測量費及び基本設計委託料などの予算措置をお諮り

をし、 終的には開催が内々定しております平成28年

度の本県での国民体育大会の軟式野球競技に供用でき

るよう目指してまいりたいと考えております。 

 以上で、新政会代表、上山昭彦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）  鹿糠選挙管理委員会委員長。 

    〔選挙管理委員会委員長鹿糠孝三君    

     登壇〕 

○選挙管理委員会委員長（鹿糠孝三君）  新政会代表、

上山昭彦議員の選挙開票についてのご質問にお答えを

いたします。 

 開票結果の迅速化につきましては、これまでも選挙

人に対し選挙結果を速やかにお知らせするために、開

票作業の改善に努めてきたところであります。 

 今後ともさらなる開票作業の見直しを図るなど、早

期の開票終了を目指すとともに、市ホームページなど

を活用しながら、選挙人に対して選挙結果を適正かつ

速やかにお知らせできるように努めてまいりたいと考

えております。 

 以上で、新政会代表、上山昭彦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。

３番、上山昭彦君。 

○３番（上山昭彦君）  それでは、項目が前後いたし

ますけれども、まず初めに質問項目の９番目、土木行

政についての（２）市道整備について２点、質問項目

の８番目、産業振興についての（２）ジオパークにつ

いて、そして質問項目の３番目、久慈市総合計画後期

基本計画についてと、４点にわたり再質問させていた

だきます。 

 １つ目は、市道整備についての①の上長内日吉町線

についてでございます。 

 ご答弁によりますと、歩道部分の全体延長2,700

メートルのうち、980メートルがまず完成予定という

ことです。現在工事中ではありますけれども、校門か

ら日吉町方面におきましては、何箇所か手つかずの部

分はありますけれども、割合に歩道設置距離は長く工

事を行っていただいているように見えます。 

 また、上長内方面においては、校門から市道商業高

校通り線との堤防のその交差点、交差付近までにとど

まっておりまして、長内方面からの登下校する生徒が

多く利用する部分の歩道設置がまだまだ残っているよ

うに思います。 

 途中部分が切れた形での工事であったりしておりま

すけれども、予算的なものや工事の方法、地権者への

ご理解が得にくい部分等の理由があり、一度に連続し

た範囲での工事ができないっていうことは理解できま

す。その分、安全確保の範囲も広がることになります
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ので、くれぐれも歩行者、特にも毎日登下校を行いま

す子どもたち、小中学生の安全面の確保に留意して工

事を行っていただければならないものと思います。 

 そこで、歩道が完成するには、まだ時間を要するも

のでありますけれども、校門を出まして日吉町方面へ

向かっての歩道は、校舎側とは反対側、河川側に設置

されております。生徒は一旦歩道を利用するには、市

道を渡りまして利用するということになります。しか

し、幸町からの接続部分およそですけども、100メー

トルほどあると思いますが、その部分はまだ工事に掛

るような状況にはないように見えます。 

 生徒は、小久慈方面から来ると、わずか100メート

ルほどですけども、その車道の横を通行するというこ

とになると思われます。現状では、道路を横切る回数

が歩道に行ったり戻ったりということで、せっかくの

歩道の意味が少し薄れてくるのではないかと思います。

幸橋からの接続部分、この部分の歩道設置工事の着手

時期について、お決まりであれば伺いたいと思います。 

 また、設計段階でのご答弁の際は、以前の話ですけ

れども、歩道の自転車通行に関しまして標識等で歩行

者と供用できるというふうなお話もいただいておりま

す。現在もそのようにとらえていてよろしいか、お伺

いいたします。 

 ２つ目は、市道整備についての②の上長内下長内線

の路面補修についてでございます。 

 ご答弁いただきました内容ですと、優先度を見なが

ら勘案するということでございます。 

 この上長内下長内線は、朝夕の通勤や長内小中学校

への児童生徒が多数通学に利用する道路となっており

まして、三鉄ガード下の排水溝の加工や市道側溝の設

置とかくぼみの補修など、先ほどお話しいただきまし

たけれども、市民が安全に通行できるように日ごろよ

り対応していただいておりますが、現在の路面は全線

ではありませんけれども、雨が降ったり雪が降ったり

しますと、ひび割れが多く、すぐくぼみへと大きく破

損していく箇所が集中してある部分がございます。 

 これらの付近では、歩道があるわけではございませ

んので、歩行者が道路の端を歩いたりしていたとして

も、車両がくぼみを避けて歩行者へ接近するというこ

ともございます。車両を運転する皆様が歩行者に注意

して通行するというのは、当たり前ではありますけれ

ども、くぼみができない路面改修ということにしてい

ただければ、歩行者にも運転者にも大きな負担を感じ

させることなく通行できるものと考えます。 

 普段においても、くぼみはお話しいただきましたよ

うに、市では早急に補修していただいておりますけれ

ども、雨などが降るとどうしても同じ箇所がすぐに破

損して、くぼみができてしまうということになります。

道路の改修を行う必要性を感じますが、もう一度ご所

見をお伺いいたしたいと思います。 

 ３つ目としまして、産業振興のジオパークについて

でございます。 

 お話しいただきましたように、地域住民と連携して

進めていくということでございます。ジオパークに関

しましては、昨年来何度か議会の場で取り上げさせて

いただきましたので、昨今の地域振興、観光振興に関

して、当市においても重要な要素となるということは

皆様にもご認識していただいていると思います。 

 そのような中で、当市も加わったいわて三陸ジオ

パーク推進協議会は、平成24年度の日本ジオパークを

認定に、それに目指して活動を活発化させることとな

りましたが、協議会は大きく分けまして、久慈エリア

と宮古エリアと大船渡エリアの３つのブロックに分か

れております。当市は、当然久慈エリアの一つではあ

りますけれども、小袖海岸とか内間木洞など、奇岩な

ど地質地形をはじめとして、数多くの自然遺産を有し

ております。これらを積極的に発信し、交流人口を増

加させまして、特にも当市の得意分野ともなりますけ

れども、教育旅行に厚みをもたらすことも考えられま

す。 

 いわて三陸ジオパーク推進協議会へのかかわりとし

て、県との窓口も広げていただき、ほかの２地区のブ

ロックへの人的な交流も含めまして、当市独自の勉強

会、講演会などを積極的に開催しまして、協議会を盛

り上げていただきたいものと思います。 

 ジオパークを推進するに当たっては、行政や学術機

関だけではなく、民間が主体となり活動すること自体、

それ自体が地域の魅力発展につながるものと考えます。 

市内の関連団体との協議に共同協力体制を進めていく

ようでございますが、その辺についての考えをお伺い

いたします。 

 ４つ目として、久慈市総合計画後期基本計画につい

てでございます。 

 ご答弁いただきましたように、意義と目的を改めて
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明確にするということでございます。久慈市総合計画

後期基本計画に「まちづくりのための市政改革」を加

えまして、厚みを増したより充実したものとなるよう

に思います。その第８章の中では、具体的な市政改革

を求める、進めるために、向こう３年間の実施計画と

して市政改革プログラムを取りまとめ、定期的に取り

組み状況をまとめて公表するということになっており

ますが、新しいプログラムにおいても、市民満足度の

向上っていうものが目指すべき目標となると思われま

す。本年度の市民満足度アンケート調査の結果は、結

果報告書によりますと、施策別に見て商工業等振興に

関する意見のカウント数は48ポイント、２位の道路整

備が16ポイント、３位の高齢者福祉っていうのが15ポ

イントっていうふうに出ております。それらを大きく

引き離した商工業振興というものは、雇用や企業誘致

などを含めた商工業の振興施策、それらを重点的にと

らえなければならないとは思いますが、それらのご所

見をお伺いいたしたいと思います。 

 以上、４点をお願いいたします。 

○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、後期計画

にかかわってのご質問にお答えをしたいと思います。 

 市長のほうからもご答弁申し上げておりましたけれ

ども、今回の後期計画の中に、第８章として市政改革

プログラムの理念を盛り込んだということでございま

すが、これにつきましては、今まで個別の計画で策定

しておりました。 

 この総合計画後期計画を支えるのが市政改革プログ

ラムであったり財政計画であったというふうに、進め

る手段としては、そういうところで３者が、３つの計

画が相絡み合って進めていくということになっておっ

たところでございますが、そこの理念がどうしても重

複したり、いろんな体系上、それぞれのところが明確

になっておらなかったので、今回それを明確にしよう

ということで体系化したところでございます。そうい

うことで、第８章を組み込ませていただきました。 

 今後この８章の理念を受けながら、私どもといたし

ましては、新たに設けました指標、これの活用。要す

るに、先ほど議員のほうからご指摘のありましたいろ

んな施策の進行度合い、それから充足度度合い、これ

らのところの進行度をはかる指標として73の項目を設

定もさせていただいております。で、これらのところ

の進行度合いを見ながら、この後期計画の中でどうい

うふうにあらわしていったらいいのかということで、

市政改革プログラムをふんだんに活用していきたいと、

こういう考え方を持っておりますので、ぜひご理解を

賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、私のほう

からはジオパークについてのご質問にお答えを申し上

げます。 

 議員のほうからもるるお話がありました。私も同じ

ように地域振興あるいは観光振興につながるものと、

このように思っておりますし、あわせて、お話の中に

もありました教育旅行、教育の方面にも十分に活用で

きるものだろうと、このように思っております。 

 そこで、これから民間の方々との連携、あるいは、

研究なされている団体等との連携を深めながら進めて

いくんだということで、その取り組み内容はどうする

んだと、こういうご質問だったと思っております。 

 議員もご承知のとおりでありますけれども、22年度

も国の緊急雇用対策事業によりまして、先ほど市長か

らご答弁申し上げましたが取り組んでおりまして、ま

もなくこのジオパークの部分でのマップが作成をでき

るということになってございます。あわせて、今年度

におきましても、ふるさと雇用対策事業を活用して人

員を配置して推進をしていくということにしてござい

ます。 

 それに伴いまして、この三陸ジオパークの推進協議

会と連携を図っていく意味でも、いわゆる当市として、

このジオパークをどのような観光資源に生かしていく

かという形で、今後、当面この３月のうちにと考えて

おりますけれども、関係団体の皆様と座談会なるもの

を開催したいと、今計画をしてございます。 

 そういったところで、皆さんからご意見あるいは考

え方、そういったものをお聞きし、久慈市としてのこ

のジオパークについての推進の取り組み方について、

また、改めて推進を図ってまいりたいと考えておりま

すので、その時点ではご協力をいただければと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  それでは、私からは市道整

備にかかわってのご質問にお答えしたいと思います。 
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 まず、上長内日吉町線の歩道整備についてでありま

すが、校門の付近については現在進めておるわけであ

りますけれども、今年度の繰り越し事業として来年度

実施する予定の事業がございますが、22年度の繰り越

し事業としてまず400メートルほど、それから、23年

度事業として500メートル程度事業を実施してまいり

たいと思っております。 

 で、その場所でありますけれども、幸橋付近と、そ

れから現在の上長内方面のところになりますが、商業

高校線の取りつけの堤防の付近から継続して実施して

いきたいというふうにとらえております。詳細の設計

等々はこれから癩癩設計といいますか、箇所ごとにつ

いては、これからのものになりますけれども、いずれ

継続して実施をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、標識の関係でございますけれども、これ

については自転車、歩行者いずれも通行できるという

ふうなものでございまして、看板の設置等については

これから検討してまいりたいというふうに思っており

ます。 

 それから、上長内下長内線の路面補修の関係であり

ますが、これにつきましては市長からご答弁申し上げ

た通りでありますけれども、いずれくぼみの改修等々、

これについては随時市道のパトロール等をやっており

ますので、そういった中でもその必要な個所の把握に

努めて参りたいと思っておりますし、また情報提供の

中でそういった部分についての改修等を実施して参り

たいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  ３番上山昭彦君。 

○３番（上山昭彦君）  丁寧なご答弁をいただきまし

て大変感謝申し上げます。上長内日吉町線の歩道は、

子どもたちやそのほかの大人たちも含めました歩行者

のみならず、車両を運転する方々が安心して通行する

ためにも早期に全線の完成を目指していただきたいも

のと思っております。 

 また、ジオパークに関しても先ほどお話しいただき

ましたように、当地の観光振興、地域振興、少なから

ずよい方向へ影響を与えてくれるものと思いますので、

できるだけ官民の共同体制を充実させましてお取り組

みいただければと思います。 

 また、久慈市総合計画後期基本計画ですけれども、

わかりにくい言葉などを米印を使いまして、節ごとに

言葉についての詳しい説明というのが出ております。

理解しやすい構成で大変よろしいかと思います。 

 新しく加えられる第８章においては前段部分の文中

にローリング方式という言葉が出てまいります。市政

改革プログラムの中の概念図をご覧いただいた方はわ

かると思いますけれども、基本計画の中、言葉だけで

は少しわかりにくいと思いますこのローリング方式の

言葉に関しても説明なり図解というのがあれば、例え

ば初めてみた方でもそのローリング方式というのがど

ういうものかわかりやすいのじゃないかなということ

で、ご所見をちょっとお伺いしたいなと思います。 

 なお、昨日もご答弁、今日もいただきましたけれど

も、市政改革プログラムを総合的に統合するという言

葉でお聞きしましたので、統合だと市政改革プログラ

ムと基本計画を一緒にして一つのものにするように感

じたものですので、市政改革プログラムというのは３

年向こう、単独で３年間の実施計画とすると思われて

おりましたので、総合計画と市政改革プログラムは一

つの冊子で、本としてこうしてしまうのか、これまで

のように別々の冊子としてまとめるのか、その取り組

みをお聞かせいただきたいと思います。時間がないの

で、もう一点だけお伺いします。 

 市道整備についての④の新街橋通り線と堤防の交差

点部分のことでございます。長内川はここ15年ほど見

てみますと、その間、何回かの大雨によりまして増水

しておりますけれども、新街橋通り線と堤防の交差部

分において、河川から住宅地への流入が起こったこと

はまだありません。しかしこの交差部分からはあと数

センチで堤防を越えようかということで土のうを積み、

流入しないように備えたことはございます。長内川の

滝ダムから下流における増水というのは滝ダムの放流

に起因する部分が多いものと思いますけれども、昨今

のゲリラ豪雨というのを考えた場合、この部分から住

宅地の流入がいつ起こっても不思議ではないように感

じます。 

 ご答弁いただきましたように、費用というものはさ

まざまな理由で嵩さ上げが難しいということも考えら

れますけれども、これまでの増水というのを考えます

とあと20センチほど高さ、それぐらいの高さでいいと

思うんですけれども、嵩さ上げができないものでしょ

うか。県北広域振興局土木部の堤防の工事が終了しま
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すと、多分当該部分の市道商業高校通り線へ切りかえ

が行われるんじゃないかと思います。それに伴いまし

て、多少の工事があると思いますけれども、水門を構

築する等の大きな改良工事でなくても、せめてこの20

センチぐらいを嵩さ上げできないものか、再度ご所見

をお伺いいたします。 

 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）  総合計画にかかわっ

てのローリング関係のご質問をちょうだいいたしまし

たけれども、実は私ども実施計画そのものについては

短期間の３カ年の計画ということで、その当該年度を

含めた向こう３カ年分の計画をつくるということで、

これはそれぞれの時期に合わせた具体的な計画そのも

のを盛り込んでいくということで、それを毎年見直し

ていくということがローリングということになってお

ります、大変失礼いたしました。この説明につきまし

ては機会をとらえて市民の皆様のほうにも成果ととも

にご説明申し上げていく方向で取り組みたいと考えて

おります。 

 また、後期計画の実施計画につきましても、これは

３カ年毎のローリング方式を毎年度つくっていくとい

うことでございますし、別途市政改革プログラムにつ

きましても３カ年毎の見直しをして、鋭意取り組んで

いくということで、新たな部分を取り込んでいくとい

う意欲の現れというふうにぜひご理解賜りたいと、こ

ういうふうに考えております。 

 以上です。 

○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、ジオパー

クについての再度のご質問をいただきました。と言い

ますか、議員からご提言をいただき、大変ありがとう

ございます。私も同じように考えてございますし、こ

れまでの取り組んで来られました地域のフォーラム等

のお話でお聞きしますと、やはり行政、観光だけが携

わればいいというものではなくて、官民一体となって

取り組んでいくことが大事であるというようなことも、

男鹿半島何かの取り組みのフォーラムの中でもお聞き

をしております。まさに議員のご提言のありましたよ

うに、官民共同による推進で進めて参りたいと思って

おりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  上長内日吉町線の工事の進

捗については、議員おっしゃるとおり安全性を高めな

がら、そして早期に完成できるよう努力して参りたい

というふうに思っております。 

 それから新街橋の堤防の件でありますけれども、こ

の堤防につきましては来年度、路面の舗装工事をして

まいりたいというふうに思っております。 

 そして、この洪水にかかわっての部分でありますけ

れども、これにつきましては確かに滝ダムの放流、こ

れがその降水の状況に、降水状況を見ながら洪水調整

をしているわけでありますけれども、そういった滝ダ

ムとの連携も図りながら、そういった洪水対策にも意

を配してまいりたいというふうに思っております。 

 あと、その路面の高さを20センチ程度というふうな

ことでありますけれども、これにつきましては、いず

れ広域振興局土木部との協議を重ねて、早期にそうい

ったことができるかどうかの協議を重ねてまいりたい

というふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  ４番泉川博明君。 

○４番（泉川博明君）  泉川です。上山議員の一般質

問に関連いたしまして、何点かお伺いいたします。 

 まず、第１に質問項目の５、消火栓設置についてで

ございますが、答弁では県道のＴ字路付近に防火水槽

があり、今後検討してまいりたいということでござい

ましたが、この周辺には調査なされました結果、おわ

かりのとおり既設されてあります防火水槽からだいぶ

距離があり、万が一火災が発生した場合、初期の消火

対策ができない可能性がございます。住民の尊い生命

財産を守るためにもぜひ設置すべきと思いますが、考

えをお伺いいたします。 

 第２の質問は、質問項目６、災害対策についての

（３）、漁業被害についてです。 

 このことにつきましては、昨日の政和会代表、桑田

議員ならびに日本共産党久慈市議団代表、小野寺議員

の一般質問に対しましての答弁で大方のことはわかり

ました。私からも漁業者を思う心からお伺いさせてい

ただきますが、定置網漁業は養殖漁業などと違い漁網

などが被害を受けた場合、国からの災害補助等がなく、

大きな被害を受けられた漁業者はこれから苦しい経営

になるのかなと思われます。漁網などに対して共済に

加入していると問題がないわけでございますが、掛金
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が高額なため、零細漁業者は加入できない状況にあり

ます。海に恵まれた久慈市には今後におかれましても、

定置網漁業はなくてはならない海業の事業と考えます

が、市といたしましての定置網漁業者に対しましての

思いをお聞かせください。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  私のほうからは三崎漁港

線の消火栓についてお答えしたいと思います。 

 議員ご指摘とおり、県道野田長内線とそれから三崎

漁港線の角から、大体一番連檐、あそこから曲がって

連檐している世帯がだいたい12世帯ぐらいと考えてま

すけれども、一番角から大体距離にして一番連檐して

いる遠いところの世帯が390メーター程度あると思い

ます。議員ご案内のとおり、だいたい消防水利につき

ましては、その範囲はだいたい約140メーターとなっ

ておりますけれども、いずれあそこは野田長内線が大

体本管が150ミリの本管が入っています。それで三崎

漁港線については75ミリの水道管が入っているのです

けれども、そこで私ども検討していますのは、あそこ

の75ミリの水道管がループなっていないということで

す。つまり、管網が180メーター以内ですと75ミリの

そこら辺でいいんですけれども、あそこがループなっ

ていないものですから水圧の関係もございます。 

 そこで、今の消防のほうと検討していますのは、い

ずれ消防水利のメーターが140メーターでございます

ので、そこらで消火栓をやった場合、ポンプアップが

必要なのか、そこら辺を見ながらいずれ検討している

ところでございます。 

 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）  漁業被害にかかわって

定置網漁業者の市の思いということでございました。 

 定置網漁業は本市の水産業を支えるものと、そのよ

うにとらえてございます。大切に守っていかなければ

ならない、そのようにとらえておりますので、昨日も

市長並びに外舘副市長からお答えいたしましたとおり、

この共済の掛金が先ほど議員がおっしゃたように非常

に高い、で未加入だということの現状でございますの

で、県知事及び両副知事に対して何回も機会をとらえ

て要望しております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ４番泉川博明君。 

○４番（泉川博明君）  消火栓のことについて再質問

させていただきます。 

 消火栓の設置距離間隔及び水道管のパイプの太さ等

につきましては、私も承知いたしているところでござ

いますけれども、例えばもう一つの手段といたしまし

て防火水槽も考えられるわけですが、このことにつき

ましてはどのような考えをお持ちであるのか、ご所見

をお伺いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  市長からの答弁でも申し

上げましたとおり、あそこの交差点には40立米、防火

水槽１基設置してございます。それで先ほど私答弁申

し上げましたけれど、75ミリからの消火栓、管網がは

っきりしている場合にはできるわけなんですけれども、

いずれあそこに設置した場合に先ほど申し上げました

とおり、水道管が75が途中でとまっているものですか

ら、水圧の危険性というのか圧がとれるかどうか、そ

こは今ちょっと見てみなければわからないのですけれ

ども、そこら辺ができないのであれば次の手段として

消防水利、防火水槽の検討という格好になっていくと

思っております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ４番泉川博明君。 

○４番（泉川博明君）  いずれにいたしましても、こ

の件に対しましては以前にも地元の方が何か要望した

経緯があるとお聞きしておりますので、その辺も考慮

しながら対処していただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  重々了承しておりますの

で、深く検討していきたいと思っております。 

○議長（宮澤憲司君）  ５番木ノ下祐治君。 

○５番（木ノ下祐治君）  それでは上山議員に対する

関連質問を私もさせていただきますが、項目６の災害

被害木について。 

 私もニュースを聞きまして、１月の３日、４日と２

日間、大雪の状況を見て回るために、岩泉から山形、

山根、安家と山の状況を自分で見て歩きましたが、他

村のほうに触れますけれども、葛巻町などは家の軒先

が折れるなどものすごい状況でしたが、向こうの方々

もこれほどの大雪が湿った雪が降ったのを経験したこ

とがないという大先輩方の話でしたけれども、そして
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また山根のほうも私が見て歩いたんですが、雪がもの

すごく深くて車もなかなか通れないぐらいの除雪の状

態でしたが、雪が１メーター30から50近くもあるよう

な山根の奥手のほうはそういう状況でしたので、すご

いなと思いましたけれども、そして、ただ歩いて雪の

量のすごさもさることながら、木の被害のあり方、こ

れがすごい状況なんですよ。今まで私もこういう被害

状況を前に一度、20年ぐらい前に見たような気がする

んですが、それ以降見たことがないと。私も木材業者

として30数年この木材業にかかわっておるわけですが、

この状況を見ますといわゆる林家の方々、山の持ち主

の方々がせっかく植林した山、そしてまた自然木、雑

木等が根こそぎ倒れたり折れたりしているわけですが、

先ほどの当局の説明だと4.8ヘクタールということで、

約５町歩ぐらいということですか、１千何がしの被害

状況ということで、これは２月の10日現在ということ

ですから、すべては把握できていない状況だろうとは

思うんですが、こんなもんじゃないはずですので、私

が状況を見る限りでは。 

 ただ、この調査した場所がどの辺のことを指してい

るのか、その辺のところもちょっと聞いてみたいです

ね。一部だと思うんですから、これはそこだけかとい

う質問をする気はないんですが、これからのいわゆる

被害状況によってはそれなりのまた対策も必要になっ

てくるのではないかなと、そのように考えられます。 

 それと、項目７の南部アカマツについて。 

 いわゆる森林組合では、森林組合とは久慈地方森林

組合のことなんですが、先ほど私、部長にこのパンフ

レットを見せましたら記憶しているということでござ

いましたので、なかなかすばらしいおもちゃなわけで

すが、これは大人でも夢中になるような商品だなと私

は思っているのですが、議員の皆さんも後でこういう

のがあるということはちょっと見といてください。 

 そういうことで、いずれにしてもこれは南部アカマ

ツの建築材の廃材の部分を森林組合で加工利用してい

るわけですが、こういう製品の開発に当たって何か当

局のほうでアドバイスなり何かをしているのか。それ

と、これは民芸品にもなるだろうなと私はそのように

見ているんですが、これは組み立ての写真を見ますと、

ものすごいでかさにまでなるんですよ、組み立て方に

よっては。すばらしいなと思いました。で、これはぜ

ひ当局も、市のほうでも宣伝してしかるべきであろう

と、そのように考えますので、答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ２点ご質問をいただき

ました。１点目の雪害木についてでございますけども、

調査をしっかりしているのかというお話だったと思い

ます。 

 調査は森林組合、振興局林務部、あと久慈市、あと

市有林林野監視人で調査してございます。それで２月

10日現在ですけども、被害状況が少ないのではないか

というお話でした。ご承知のとおり、今年の雪は大雪

でございまして、まだ人間の足を運び入れない山林が

多くございますので、確かに私もこの雪害木の状況を

見まして大変にびっくりしているところでございます

けども、そのようなことで調査がまだ行き届かない点

があると、そのように感じております。 

 次に、南部アカマツについてでございますけども、

この教育玩具「たくみ」に市のほうで支援している部

分があるのかということでございましたが、これは平

成20年から３年間かけて完成したものでございます。

この間、市といたしましては岩手大学との産学連携等、

あとさんりく基金等によって支援してまいったもので

ございます。 

 あと、大いに宣伝しなさいということでございまし

た。これは２月５日から発売になってございます。で、

市といたしましても２月に開催いたしました三陸冬の

市においてＰＲ活動をさせていただいております。今

後につきましても、この伝統建築技法を活かした継ぎ

手の教育玩具でございますので、大いに宣伝をし、ア

カマツ振興につなげていきたいとそのように考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  ５番木ノ下祐治君。 

○５番（木ノ下祐治君）  答弁をいただきましたが、

６番の被害木についてはまだ完全には把握しているわ

けではないということですので、それを良しとしなけ

ればいけないでしょう。いずれにしても今年の大雪は

誰しもがびっくりするほど、この久慈市内は大したこ

とはなかったんですけれども、山手のほうはものすご

い、内陸の部分に入れば入るほど、我々もいわゆる自

然を相手にする木材業者としても経験したことがない、

それほどすごい雪でしたので、これは山に踏み入れて
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いない部分があるというのは当然のことでしょうと、

そのように推察しますけれども、ただ、いずれにして

もこのまま今の被害木を放っておくわけにはいかない

わけですので、放っておくということは、私の記憶に

よると大体20年ぐらい前だったと思うんですが、その

当時植林に一生懸命携わった方々はとてもじゃないけ

ど山の手入れする元気はないなと、そういう落ち込ん

だ姿を見た経験がございますので、それを何らかの対

策を講じて、木材価格の低迷している今の時期ではあ

りますけれども、何とか助けてやっていただきたいと、

そのように考えますので、その辺の答弁もよろしくお

願いいたします。 

 それから、いわゆるアカマツの玩具の「たくみ」に

ついてなんですが、２月より発売ということでござい

ますので、これからになるわけですけれども、なかな

か本当に先ほどの繰り返しになりますけれども、これ

は大人でも夢中になるような玩具でございますので大

いに宣伝していただきたいと、そこは要望になるわけ

ですが、これで質問を終わりますけれども、 終答弁

お願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  雪害木に関してお答え

をいたしたいと思いますけでも、いずれにしても雪解

けを待って、そして早急に調査を終えて対応してまい

りたいと思ってございます。それから教育玩具「たく

み」でございますけども、２月５日から販売しており

ます。２月末におきまして、40セット保育園等からお

買い求めいただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  12番澤里富雄君。 

○12番（澤里富雄君）  上山議員の質問に関連して何

点かお伺いをいたします。 

 質問項目の４番、地上デジタル放送についてであり

ますけども、昨日来質問が出ておりますし、後で登壇

する方からも通告がありますので、端的にお伺いをし

たいと思いますけども。 

 難視聴地域として昨日の答弁で山根地区には16地区、

それから侍浜には５地区あると答弁がありましたけど

も、そこで宇部町の難視聴地あるいは共聴施設設置計

画の進捗状況についてお伺いをいたします。 

 次に、質問項目の８の就職内定率についてでありま

す。 

 久慈地区は有効求人倍率が0.3％台と依然として県

内でも低迷しておりますけども、先ほどの答弁で全体

で88.9％の内定率で、管内においては77.8％という答

弁がございました。厳しい社会状況のもと、市内業者

の中には補助金があれば雇用意欲のある事業所がたく

さんあると聞きますけども、そんな中、久慈市におい

ても人材育成やあるいは雇用機会の創出のための新規

学卒者を正規雇用した市内業者に、新卒者雇用対策奨

励金交付金事業ですか、これが400万ほどの予算がつ

いているようですけども、この詳しい内容についてお

伺いをしたいと思います。 

 それから、質問項目の10ですけども、久慈小学校の

建設についてであります。 

 建設に当たっては市内業者を優先的に発注する考え

であるということであります。まことに結構なことで

ございます。今年度は久慈小学校の改築あるいは火葬

場施設整備の大型事業が予定されておりますけども、

地元業者の育成あるいは雇用の促進のためにも、これ

らの事業に伴う建設資材、これらについても地元資材

を優先的に使用するような発注をすべきと思いますが、

考えをお伺いいたします。 

 それから、もう一点、11の学校再編についてであり

ますけども、先ほど基本方針の第２期において、宇部、

三崎の２中学校のどちらか一方の学校に統合する方針

が出されておりますけども、地区民としては、生活環

境あるいは通学等地理的なことから大きな不安を持っ

ているようであります。地域説明会も何回か行われた

ようですけども、現在の見通しをどのようにとらえて

いるのか、お伺いをいたします。 

 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）  私からは地デジ対策

につきましてお答えをしたいと思います。 

 宇部町につきまして私どものほうでとらえておりま

すのは11地区でございます。ここのところで対応とい

たしましては、共聴施設で対応するのが５地区、それ

から高性能アンテナで対応するのが６地区となってお

りますが、ただ、この高性能アンテナと共聴施設で対

応が７月24日までに間に合わないところにつきまして

は、衛星対策というところで、川原屋敷と日向地区の

２地区については、衛星対策を今講じるということで

対応をしておるところでございます。 
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 ちなみに、この11地区のうち４地区については繰越

明許で予算化をさせていただいておりますが、そのほ

かのところは今申請段階ということで、具体的にはま

だ進んでおりませんけれども、国のほうの対応を早く

するようにここについては要望してるところでござい

ます。 

 以上です。 

○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）  私からは、就職内定

率に絡んでのご質問にお答えを申し上げます。 

 今年度の新年度予算の中に400万という予算でお願

いをしてございます制度についてでありますけれども、

新卒者雇用支援奨励金制度ということで、これにつき

ましては、この３月に卒業をされる久慈市に住所を有

する生徒さんの市内の企業へ内定した場合、そして、

６カ月間雇用した場合に、企業に対し１名当たり10万

円の奨励金、補助金を出そうという内容になってござ

います。 

 したがいまして、先ほど議員からもお話がありまし

たそういうような支援があることによって、地元企業

の方々も雇用を早期に、いわゆる学校等にも応募要項

等を出されて、地元に就職する生徒さんたちへの支援

になればということで、そういう方向で制度を創設し

て取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  久慈小学校あるいは火葬場

等の建設にかかわっての地元の資材等を活用すべきだ

というふうなご質問であります。 

 で、業者については、先ほど市長からご答弁申し上

げているとおりでありますが、資材等については、議

員おっしゃるとおり地元発注というふうな方向での努

力はしていきたいというふうに思いますし、また特に

も久慈小学校、火葬場等の建築にかかわっての地元産

材の活用、これは非常に重要な部分だというふうに思

っておりますので、その点についても強く、いざ工事

発注といった場合には市としてもそのような方向での

要求はしていき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。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  学校再編にかかわりまし

て宇部中学校と三崎中学校の計画に載っている統合の

見通しということのご質問でございましたが、先ほど

教育長から申し上げましたとおり、学校再編計画方針

に基づきまして進めたいということでございまして、

この２校につきましては第２期、議員おっしゃったと

おり第２期の目標というふうになってございます。 

 そこで、以前に、平成20年度に１回保護者を対象に

懇談会を開催しておりまして、その際にもいろいろと

保護者の方からご意見を伺ってございます。その中で

も、非常に、先ほど議員おっしゃったとおり、地理的

あるいは生活環境が変わるというふうなことで、いろ

いろ不安なご意見をいただいたところでございますが、

いずれにいたしましても、今後さらに地域に入って保

護者あるいは地域の方等にいろいろとご意見をお伺い

して、さらにこの方針に基づいて促進を進めてまいり

たいと。 

 いずれにいたしましても、現在、宇部中、三崎中の

生徒数なんですが、ここ10年ぐらいの見通しを見ます

と、合わせた生徒数はそれほど著しい減少はないだろ

うと、社会的要因を除けばないだろうとは思っており

ますが、やはり子どもたちの環境を考えた場合に、や

はりある程度の規模が必要だという考えはございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  12番澤里富雄君。 

○12番（澤里富雄君）  それじゃ、何点か再質問させ

ていただきますけども、地上デジタル放送についてで

ありますけども、今各家庭、テレビのない家庭はほと

んどないと思いますけども、平成23年の７月24日です

か、 終期限があるわけですけども、100％デジタル

化の移行を目標にしているわけですけども、完全デジ

タル化を目指している中で、１軒でも難視聴家庭を出

してはいけないと思いますが、現時点でどうしても受

信できない地域、１軒でもあるのかどうか。政府の方

針で決めたのですので、１軒でもあってはいいことで

はないと思いますので、あるとするならばその対応を

どのように考えているのか、お伺いをいたします。 

 それから、就職内定率について先ほどお伺いしまし

たけども、ハローワークのトライアル雇用奨励金事業

という制度があります。これは新卒者のみならず３年

以内の既卒者の就職先が未決定の人を採用しますと、

３カ月で月額10万ずつ、３カ月間、そして、正規雇用

から３カ月後に50万助成される制度がありますけども、
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これは事業者にとっては大変助かる制度でありまして、

実は、私どもの事業所でも既卒者の採用を決めたとこ

ろでありますけども、これは、特例措置で22年度限り

の緊急措置ということで、２月と３月いっぱいで終了

をする、非常に残念に思うわけですけども、若者の雇

用あるいは地元の定着のためにも、このトライアル雇

用のような新卒者のみならず既卒者も含めた制度を、

市独自でも支援制度を創設することによって就職内定

率の向上にもつながるものと考えますけども考えをお

伺いいたします。 

 それから、もう一つ、学校再編でありますけども、

まだスタートしたばかりということであります。もう

既に統合になっている学校もあるわけですけども、こ

の学校の果たす役割ですけども、これは学校教育以外

にも、特に小さい地域にとっては学校は運動会あるい

は学習発表会ですか、そういった地区民との地域コミ

ュニティ機能も大きいものがあると思いますけども、

子どもがいない地域は限りなく限界集落に近い状況に

あると思いますけども、統廃合された地域への、その

後の地域活性化の展望のためのきめ細かなフォローと

いうのが大切ではないかなと考えますけども、この対

応をどのようの考えているのか、統合になった地域に

対してのフォローというのをどのように考えているの

か、お伺いをいたします。 

 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）  私から地デジにつき

まして再度ご答弁申し上げたいと思います。正直申し

あげまして、各世帯での受信状況はどうなのかという

ことについてはなかなかつかみきれないところがござ

います。特にお年寄りの方々のところについてはいろ

んなテレビなんかでもスーパーが流れておるわけです

が、ご理解いただいてない世帯も多々あるだろうとい

うようなことで、これの周知活動については鋭意努力

しているところでございます。なかなかこういうとこ

ろでどうだろうという疑問を持っていただいて、ぜひ

相談に電話なり足を向けていただければ助かるなとい

うのは私どものほうの考え方でございます。 

 なお、デジサポ岩手では、先ほど市長のほうからも

ご答弁申し上げましたけれども、臨時の相談コーナー

を設けるということで国のほうで決めたようでござい

ますが、その関係で私のほうでは６月の下旬から８月

下旬までデジサポ岩手のほうで相談員を２名常駐させ

るということで、市のホールのほうに場所を設けたい

というふうにも考えております。いずれにしてもここ

のところはぜひ疑問を持ったらば、まず電話なり何な

りご相談いただければ対応してまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

 それから、現在このような、私どものほうとすれば

できるだけのところを一所懸命やらせていただいてお

りますので、７月24日に１軒たりともそういう、１世

帯たりともそういう世帯がないように何とか頑張って

まいりたいと、こういうことで対応をしているところ

でございますので、ぜひご理解賜りたいと思いますが、

万が一、そういう世帯が出た場合については、個々の

対応を早期にできるように、これについてもいろんな

各、国なり、デジサポ岩手なり、各放送関係者、事業

者のほうとも協議をこれから詰めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○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）  就職内定率について、

再度のご質問をいただきました。ハローワークのほう

でやられております、国のほうでやられておりますト

ライアル制度。これについても、私も承知はしており

ます。期限付きの事業ということで、先ほど議員さん

からもお話ありました。そういったようなものが市と

しても取り組んでいけないのかというご質問だったと

承りました。 

 お話のありましたように、市としても再就職緊急支

援奨励金交付事業というものを実施してございます。

一事業所１人当たり15万という形で、金額の差異はあ

ろうかと思いますけれども、そういった形での交付事

業も実施してございますので、いわゆる既卒者、ある

いは新卒者を含めた形での雇用の支援ということで、

就職支援については取り組んでまいりたいとこのよう

に考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  学校統合にかかわってる

その後の、地域コミュニティのフォローについてのご

質問でございましたが、全くそのとおりでございまし

て、私ども教育委員会といたしましては、子どもたち

の教育環境という面で統合を進めているわけでござい
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ますが、地域コミュニティの面、これもまたものすご

く大切なものございまして、それにつきましては、地

域の方々にご相談を申し上げて、活用策等についてご

相談申し上げていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君）  それでは、上山議員の質問に

関連して何点か質問します。 

 地上デジタル放送、きのうから、また午後からも質

問が出されてます。今の答弁とまたきのうの答弁聞い

てもそうなんですけども、国でやってる制度なのに、

何でこれほど各自治体が苦労しなきゃならないのかっ

ていう、すごい疑問符を感じながら聞いてますし、ま

た、なおかつ、先ほど澤里議員が言いましたけども、

100％見れる状態にしていかなきゃならない。見れな

い人がいるっていうことは非常に悲しいことだという

ふうに私自身も思います。相談員２人常駐しながら、

６月から８月いるというふうなことですけども、私も

この間、若干市内車で走ったら、デジサポ岩手の人か

な、車に乗って何を見てるのかわかりませんでしたけ

ども、中心部を車で測ってみたってどうしようもない

なというふうな感覚を持って私は見てました。やはり、

難視聴だと言われてるような部分に積極的に行きなが

ら、もっと重点的に調査するっていうのがあっても必

要じゃないかなというふうに私は感じてます。もちろ

ん、なかなか行政としてもわかりづらい部分があるの

かなというふうには思いますけれども、一人でも多く、

そういった難視聴の方が出ないように 善の努力をす

る必要があると思いますけども、考えをお聞かせくだ

さい。 

 あと、雪害木ですね。もちろんいろんな被害出てま

すし、私自身ももちろん見ましたけれども、私有林は

もちろんある程度個人のものですから、それはそれぞ

れが山の整備はしていかなきゃならないでしょうけど

も、市有林自体もやはり市の山ですから、きちっとし

た形で整備していかないと、今、俗に言われてる環境

破壊にもつながるおそれがあるというふうに私自身は

思いますので、そういった市有林に対する今後の整備

の考えはどうなのか、お聞かせください。 

 その次が、市道の整備の新街橋。これもきのうも出

てました。先ほど上山議員も話をしましたけども、ど

うもあの部分が県との協議という形になるようですけ

ども、県との協議はもちろん必要ですけれども久慈市

独自としてできる部分をきちっと早めにやっていかな

いと、いつ災害が来るかわからないという今時代です。

もちろん年末年始にかけてのああいうふうな被害もも

ちろんありますけれども、集中的な豪雨というのも、

もうこの何年か頻繁に起きてます。やはり、そういっ

た部分を考えると、県との協議はもちろん必要ですけ

れども、市の独自としてやれる部分は早急に考えてい

かないと、やはり、市民の生命・財産を守るというふ

うな部分を考えますと、必要じゃないかなというふう

に思いますので、その点についてもお聞かせください。 

 あとは、就職内定率に関してでした。 

 市の新卒者雇用支援奨励金、大変いい制度だという

ふうに思います。ただ、いい制度なんですけども、こ

れをじゃあ市内の業者がどれほどわかってるかと、こ

ういう制度があるのを。先ほど澤里議員が話した国か

な、ハローワークで出してるやつ。あれなんかでも、

ほとんど知らない業者さんもいます。初めて聞きまし

たというのも。じゃあ、いつから始まっていつ終わる

というのもほとんど知らない業者さんもいます。せっ

かくいい制度をつくっても、それを利用できるような

形がないと、私はどうもだめだというふうに思います。

私自身のところもそうなんですけども、内定した生徒

は２人います。ところが、この制度の始まる前に内定

してしまってますので、ハローワークさんからだめだ

と言われました。やはり、そういうふうな部分考える

と、何のための制度なんだということも私自身は言い

たくなるんですけども。やはり、市でせっかくそうい

うふうな部分の枠は無しでやるということを聞きまし

たので、きちっと各事業者さんにこういう制度があり

ますよ、積極的に新卒者なり何なり、雇用してくださ

いよというふうなＰＲというか、宣伝があっても私は

いいのかなというふうに思いますので、その考えをお

聞かせください。 

 次が、小学校の建設についてです。市内の業者、も

ちろん積極的に優先的に、また資材等も地元産を活用

ということですけども。市内の業者さん、いいんでし

ょうけども、大手がとって、例えばＡ級と言われる会

社がとって、その下に入るＢ級、Ｃ級の人たち全部が

ある程度市内の業者さんだったらいいんでしょうけど

も、Ａ級の人がとって、その下が市外から、ちょっと

どうなのかなというふうな部分も私自身は考えます。



－111－ 

やはり、久慈市で発注した事業、建設ですから、末端

まで久慈市の皆さん方に還元できるような形にするの

が、初めて税金の生きた使い道じゃないかなというふ

うに思いますので、そういった部分まで行政とすれば

指導も必要じゃないかなというふうに思いますので、

考えをお聞かせください。 

 あと、野球場の建設です。これはいつも教育長が答

弁してますんで、あえて、きょうは市長から聞きたい

というふうに思います。もちろん、教育長の管轄でし

ょうけども、市全体としてどういうビジョンを持って、

この野球場の建設もっていくのか。ビジョンというの

も変でしょうけども、例えば、多目的に使いましょう

という意見が盛んに出てます。やはり、そういった部

分を考えると、市長として、そういうふうな部分を積

極的に進めていくのかどうか、その意気込みを聞きた

いというふうに思いますので、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）  私から市営野球場と久慈小

建設にかかわっての業者の選定ということであります

けども。 

 野球場についてでありますけれども、野球場建設す

るというふうな方針を決定したわけでありますけれど

も、その過程の中で、やはり野球場単体ではなくて、

いわゆる多目的に将来使えるような建設構想って申し

ましょうか、そういうふうなことを議論したわけであ

ります。財政的な問題もあるわけでありますので、１

期の中で、例えば野球場建設にかかわって、その建設

期間にそういうふうな方向性がとれればいいわけであ

りますが、なかなかにそこは厳しい環境にもあるわけ

でありますので、いずれ将来的にやはりその野球場を

中心とした多目的な運動公園的なと申しましょうか、

そういうふうな計画っていうことが当然必要でありま

すし、それから子どもたちも野球だけじゃなくて、い

ろいろなスポーツをやってるわけでありますので、そ

の辺のところは平等な対応っていうことも必要なのか

なというふうに思って、そういう議論をして、当面は

野球場ということですけれども、将来的にはそういう

ふうな方向に持っていきたいということであります。 

 それから、久慈小学校の建設にかかわっての、例え

ばＡ級の業者が施工することになったっていうふうな

場合の、じゃあ下請けの問題だと思うんですが、その

辺については、やはり市としてもＡ級の業者には、そ

この部分については、やはり地元を使うような方向で

のということで伝えていくことが当然あってしかるべ

きだというふうに思ってますので、そこはご理解いた

だきたいと思います。 

○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）  地デジにつきまして

お答えしたいと思います。 

 地デジの難視聴であるエリアについては、ある程度

私どものほうでは把握しておるところでございますが、

実は、これはアナログの電波と違いまして、デジタル

の場合は、見えるか見えないかという二者択一という

電波の性質上、隣の家が見えても、また隣が見えない

ということで、なかなか受信状況については把握しき

れないところがございます。こういうところで、先ほ

ど来申し上げてましたとおり、何とか皆様のほうから

見えないおそれがある場合は、ぜひご相談賜りたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 また、中心部のほうで、多分受信関係の調査をして

るのは、それはビル陰の関係で、そこのところを調査

しておったんではないかなというふうには推測はして

おりますけれども、今のところ市街地であれば、川貫

とか、門前、八日町のところで、一部見えないところ

があるというところで、そういう対策を講じさせてい

ただいておりますので、そこへの対応だっただろうと

いうふうに推測してるところでございます。いずれに

いたしましても、７月24日ぜひ見えない、見れないと

いう世帯がないように一所懸命努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 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）  雪害木に関してでござ

いますけども、まず調査は私有林を先に調査してまい

ったところでございます。というのは、先ほども市長

から答弁いたしましたとおり、私有林を国庫補助事業

で救ってまいりたいと、そういう考えに立って私有林

を優先させて調査してございます。市有林、市の所有

してる市有林は1,898ヘクタールございまして、大切

な資源と考えてございます。春の雪が、重い雪がどの

ようになるか、まだ状況はわからないわけでございま

すけども、いずれにしても雪解けを待って、適切に調

査して森林国営保険を請求してまいりたい、そのよう
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に考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  新卒者の雇用につい

てのご質問にお答えをいたします。 

 大変いい制度をつくりながら、周知がなされてない

んじゃないかと、こういうご質問でございました。新

年度におきましては、新卒者を雇い入れた事業主に対

して、内定時期を問わずに奨励金を交付しようという

ふうな形で考えてございますし、今後につきまして、

いずれそういったことの制度につきましての周知につ

いては、あらゆる方法を使いまして、できるだけ早く

周知をする。そのことによって、企業の方々が早い時

期に求人票を出せる。そういった方向になるように取

り組んでまいりたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  新街橋にかかわって、新街

橋の交差部分にかかわっての市の独自の考え方をとい

うことであります。 

 きのうからも、市長からもご答弁申し上げておりま

すけれども、この路線については、新街橋通り線、こ

れは幅員が狭いということもありまして、全体の整備

というものは非常に困難であると、現時点において困

難であるというふうにとらえております。しかしまた、

この堤防ができることによって水の流入も防がなきゃ

ならない。これも喫緊の課題であります。この部分に

ついて、その堤防のすぐ脇にある住宅の影響がどうな

るか、結局、道路を嵩さ上げすることによって、その

周辺の住宅に影響が出てくるということも考えなけれ

ばならない。そういったこと等、いろいろ内部でも検

討してございます。いずれ、そういった水の流入を防

ぐための手だてというものについては、今申しました

とおり喫緊の課題であるというふうにとらえておりま

すので、いずれ早急に解決の方法を探ってまいりたい

というふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  11番中平浩志君。 

○11番（中平浩志君）  再度、質問をさせていただき

ます。 

 デジタル放送については、確かにそうなのかなとい

うふうに、ほんと私自身も思いますし、また、他の議

員も出してますんで、後でまた頑張って対応してもら

いたいなというふうに思います。 

 久慈小学校の建設問題。先ほど副市長が答弁してい

ましたけども、現実問題として、せっかく税金使って、

これほど多額な税金を使いながらやるということを考

えれば、もうちょっときめ細かい対応をしてもいいの

かなというふうな部分で、再度お聞かせください。 

 それとあと、野球場の建設。これもなんですけども、

多目的な部分、やはりいろんな競技にも使えるように

ということでしょうけども。屋根をかけるのかどうか

もですね、屋根をかけるのかどうか球場に。そういっ

た部分を教育委員会じゃなくて、当局のほうでどう考

えてるのかお聞かせください。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  久慈小学校の建築にかかわ

っての地元の業者優先ということは、これ当然そうあ

るべきだというふうに思っておりますので、そのとき

については、いずれそういうふうな市としても、そう

いう方向できちっと対応していきたいというふうに思

います。 

 ドームでございます。きのうも多目的ドームってい

うふうなお話もございました。なかなかに多額な費用

がかかるわけであります。大館樹海ドームを私も拝見

しておりますけども、非常にすばらしい施設でありま

すけれども、あれは秋田県が事業として取り組んで、

かなりの部分で秋田県が経費を負担して整備したわけ

であります。 

 久慈市の野球場については、国体ということもある

わけですので、なかなかに今のところはドームの球場

というのは厳しいのかなというふうに思ってますが、

将来的に、例えば、過去にも確か12月議会ですか、多

目的祭事場の要望をすべきだっていうご質問もありま

した。その部分については、いずれ今回の野球場は野

球場としながらも、そういうふうな施設、久慈地方は

特にやませの常襲地帯でありますので、そういう点で

は県のほうにどういう形で要望するかっていうのは、

今後十分に詰めながら対応していきたいなというふう

に思いますので、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）  20番中塚佳男君。 

○20番（中塚佳男君）  上山議員の質問に対して何点

か関連して質問いたします。 
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 １点目、除雪対策についてお伺いいたします。 

 先ほど、明細に上山議員のご質問に対し答弁があり

ましたが、私はちょっと、私の考えを述べて当局の考

えをお伺いしたいと思います。 

 ことしは、いまだかつてない大雪でございました。

そういう観点からいって大変当局も苦労したと思いま

す。 

 私は、市道、特に山根・山形地区を通して歩いて、

この市道の除雪した場合に、その側にお墓があると。

10メーターか、20メーター入ったとこに何箇所かあり

ます。それを通ったとき、ちょっと機械が入るか入ら

ないか、そういう場所もあるだろうと思いますけれど

も、ことしみたいな大雪の場合は、ちょっとあそこを

取れば、お墓があるから機械の入る範囲で押してやれ

よと、こういう指示があってもよいと思います。 

 そこで、そのお墓が大抵が各集落地区で管理してる

わけですが、そこで、その雪を押して通るとき、ちょ

っと機械の入る分押してやりなさいと、そういう指示

をすればできると思うんだけど、そういうことは可能

かどうか可能でないか、お伺いいたします。 

 こうやって調べてみると、繋、根井、深田、八屋、

その市道の側に見えるんですね、お墓が。そして市道

をかいた側が１メーター以上も雪があると、大変不幸

にして仏さんが出た家庭は大変苦労したと思います。

そういう毎年このように降るわけでないんだから、そ

ういうことに気を配ってやるべきでないかと私は思っ

て。 

 それから学校再編に関連。先ほど教育長から統合の

説明がありましたけれども、私は夏井中学校、これは

学区編成して湊小学校が夏井中学校に行くとか、そう

でなくても、どっからでもいいんだけど。少し人数を

やりくりをして、１年でも２年でも、やっぱり閉校す

るのを延ばしてあげると。ただ、親御さんにすれば、

大きい学校に入れたいとか、様々そういうことも聞い

ております。 

 しかしながら、その半面、学校がなくなれば、うち

の息子さ嫁が来ないと、こういう人もおります、現に。

だから、何とか、コスト面を考えれば統合したほうが

いいかもしれませんけど、そういうこともやっぱり考

えて進めるべきでないかと思いますけれども、考えを

お伺いいたします。 

 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）  除雪にかかわってのご質問

いただきました。確かにことしの雪は非常に重くて、

量も多くて、非常に大変だったというふうにとらえて

おります。 

 まず、基本的な除雪の考え方でありますけれども、

まずもって道路の通行を確保しなければならないとい

うことで、今回も久慈地区においても、山形地区にお

いても、それによった観点でもって除雪をしたところ

であります。ほとんどが、山根地区に関して言えば、

直営の車両とそれから民間の借り上げの車両でもって、

ほとんどやっているわけでありますけれども、まずも

って基本的に市道の除雪を優先して、その後で市の施

設等々の除雪もやっているわけであります。 

 ただいま共同墓地への入り口の除雪ということで、

今ご質問いただきましたけれども、それは状況に応じ

て必要な場合もあると思います。ただ、それはそのと

きの状況を判断してということになろうと思いますが、

基本的には公共の施設、そういったところを優先して

まいりたいというふうにとらえております。 

 共同墓地については、そういった集落での管理とい

うこともあると思います。どうしても必要な場合には、

それなりのこちらのほうでも協議をしてまいりたいと

思いますけども、一概にそこに対して除雪をやってい

きますと、前例となっていく場合もあるわけでありま

して、非常に判断が難しい部分であるというふうにと

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）  学校再編にかかわりまして、

夏井中学校のことについてのご質問いただきましたが、

確かに、この学校再編に当たりましては、地域のコミ

ュニティ機能、これらもやはり重要な機能でございま

すから、それらの機能を消失させないようにといった

ようなことについても、やはり今私どもが思ってます

基本方針の大事な位置づけにしているわけでございま

す。 

 そこで、議員さんおっしゃられるように、地域にあ

って学校の役割っていうのは相当大きいものがあるこ

とも事実でございます。一方では、やはり特に保護者

の方々、やはり子どもをよりいい学校を学習環境に置

きたいといったことになってまいりますと、例えば中
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学校の場合と申しますと、１学年１学級よりも１学年

２学級でのほうがいわゆる教員の数等の差が出てまい

るわけでございます。私のほうからしますと、これは

一つの主要５学科で見てみますと、やはり主要５教科

についてはできれば先生方も複数おられたほうが授業

の改善なり何なりというところで、学力の向上等にも

やはりいい面が多いわけでございます。そういったと

ころを考えながら、統合等を考えてまいることになる

わけでございます。具体的には、夏井中学校を学区を

変更してというふうなことも視野に入れなければなら

ないのかもしれません。そこのところは今後、この学

校再編に当たって地域の方々とも十二分に意見をいた

だきながら、地域の方々と考えてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

 以上でございます。 

○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。 

    午後０時00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、山田光君。 

    〔山田光君登壇〕 

○２番（山田光君）  まず、昨年夏以降からの水産業

関係者は、営業利益に明るい見通しを持っていた矢先、

安堵する間もなく、あの低気圧被害に遭遇し、農林業

も含めて愕然としたところであります。 

 復旧作業に当たっている被害者の方々に接するに心

が重くなるばかりであります。そのような現下にあり

ながらも、国会では議員個人個人の問題なのか、各政

党間の問題なのか、選んだ国民・市民の責任なのか、

全く前に進まない状況に強く憤りを感じているもので

あります。どうにかせねば、この現実に不満を持ちな

がら、第26回久慈市議会定例会に当たり一般質問をい

たします。 

 私に与えられました任期１年の 後の質問となりま

すが、市長に対して13項目、教育長に２項目、選挙管

理委員会委員長に１項目を質問要旨に従ったご答弁を

求めるものであります。また、質問項目が会派代表及

び個人質問者と重複しないよう努めたところでありま

すが、通告どおりの質問をご理解願います。 

 まず初めに、今定例会冒頭でお示しされました市長

の施政方針演述についてでありますが、市民の声や市

民の公約をしっかり取り組んだもので、私も議員とし

て大いなる期待を持つもので、文章表現も的確で完璧

であったと思っております。しかし、財政能力等を考

えれば、少し不安なところもぬぐえません。 

 そこで、特に新年度において、市民にこれはぜひ期

待してほしい施策５項目を上げるとするならば、それ

は何かについて、あえて、お伺いをいたします。 

 次に、市民から要望要求に対する処理状況について

でありますが、私は昨年の３月に市議会再選挙の際に、

地域や市民及び団体等から市政に多くの懸案事項をい

ただき、市政に対する要望書にまとめ、提出した88事

項について、その後の事務処理状況をお示し願います。 

 次に、職員の人事異動内示についてお伺いをいたし

ます。 

 その要旨は、他市町村と比べると異動内示が遅い感

がするわけでありますが、その理由と今後今より早く

できないか。また、早めに異動内示のメリット、デメ

リットは何かをお示し願います。 

 次に、職員体制と健康管理についてでありますが、

私が職員でいたころと比べても待遇が年々低下してい

ると認識をしております。しかし、事務量は増える一

方であり、健康管理が十分でなければならないが、そ

の認識と対策についてお伺いをいたします。 

 次に、まちづくり協議会等地域組織の育成について

でありますが、各地域で組織化されているまちづくり

協議会に対し、別枠で予算措置し、地域主体のまちづ

くりを支援推進すべきと思うが、その考え方を問うも

のであります。 

 次に、公民館の耐震対策についてでありますが、被

害時の避難場所に指定されている昭和56年度以前に建

築された耐震補強が必要な公民館があるか。また、耐

震補強に必要な経費を支援する予算措置する考えがな

いか、お伺いをいたします。 

 次に、車両管理についてでありますが、前回の定例

会で市が保有する百数十台が青空駐車での管理である

とのご答弁をいただきましたが、屋根つきでの保管管

理すべきと思いますが、その考えがないかお伺いをい
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たします。 

 次に、現代の幼児育児方法についてお尋ねをいたし

ます。育児方法が以前とかなり違っているとお聞きし

ていますが、育児方法を妊婦、母親だけが知っている

のではなく、一般の家庭にも広く周知していただけな

いものか。 

 次に、低気圧災害についての対応でお伺いいたしま

す。年末年始にかけて、低気圧による悪天候被害を受

けた農林水産業への復旧支援の今後の手順についてお

伺いをいたします。 

 次に、旅館業者の経営強化策についてでありますが、

旅館業者のみならず、景気冷えを受けている状況であ

りますが、今回は市内旅館業の経営が厳しい状況につ

いてお尋ねいたします。新年度における各種行事や大

会、団体の研修会など、当市を会場に開催される誘客

効果のある事業はどのくらいあるのか、お示し願いし

ます。 

 次に、質問11項目として、久慈駅前開発について、

駅前ビルを買い取りし、駅前再開発により市街地活性

化をいま一度図るべきと思うが、その考えがないか問

うものであります。 

 次に、雇用対策について、若者や世帯主である高齢

者の雇用が特に厳しい状況であり、予算を増額してで

も事業者等への支援による雇用拡大を図るべきと思う

が、その考えについてお伺いいたします。 

 次に、住宅対策について、失業や収入減などにより、

やむなく住宅を手放した者の実態を把握しているのか、

また、その支援対策が必要と思いますがお考えをお示

し願います。 

 次に、教育長に２点お伺いいたします。 

 スポーツ振興策として、スポーツ振興策の一端とし

て、侍浜地内の宮城建設室内野球場を買収し、スポー

ツのみならず利用価値の高い施設として市民に利用さ

せるべきと思いますがその考えと、新野球場に係る条

件調査により候補地が示されたわけでありますが、大

川目地区に関係する議員も候補地を上げて調査要望し

たところであったが、なぜ大川目地域が候補地に入ら

なかったのか、その理由をお聞かせください。 

 質問の 後に、投票率向上対策についてであります

が、投票所まで行くことが困難な高齢者世帯への対策

について選挙管理委員長にお尋ねをし、新議員であり

ながら、定例会で多くの質問をする機会を与えてくれ

ました議員各位に敬意を表するとともに、市当局の真

摯なご答弁に感謝申し上げ、私の登壇しての質問を終

わります。 

 ご清聴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。 

 まず、施政方針演述についてでありますが、平成23

年度予算の主な施策につきましては、昨日の政和会代

表、桑田議員ほかにお答えしましたとおり、新規事業

として、感染症予防接種助成事業に新たにヒブワクチ

ンを追加したほか、久慈小学校改築事業など、子育て

支援の拡充と教育環境の改善に努めたところでありま

す。 

 また、廃棄物減量対策事業などの環境対策、さらに

は、市単独の新卒者雇用支援奨励金交付金事業などに

よる雇用対策など、緊急を要する事業に対し、重点的

に予算を配分したところであります。 

 次に、要望・要求に対する処理状況についてお答え

をいたします。 

 昨年５月、山田議員から提出のありました市政に対

する要望書、私どもは85項目ととらえておりますが、

これにつきましては当初回答は不要と伺っておりまし

たので、受付後速やかに所管する部課等に対して回付

したところであります。今般２月21日付で、これに対

する文書での回答を新たに求められましたことから、

その趣旨に沿って対応したいと考えております。 

 次に、職員の人事異動内示についてお答えをいたし

ます。 

 人事異動につきましては、市民サービス向上を主眼

とした事務事業の遂行に職員が全力を傾注できるよう、

年度末に異動内示を発表するのが通例となっていると

認識をいたしております。 

 他市町村と比べて移動内示が遅いというご指摘であ

りますが、早めに異動内示することでスムーズな事務

引き継ぎが可能になるなどのメリットはあると考えて

おり、今後においても 適な内示時期について検討を

続けてまいりたいと考えております。 

 次に、職員体制と健康管理についてでありますが、

限られた職員数の中で、効率的な行政運営を図るため

には、これを事務執行する職員が心身とも健康である
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ことが重要であると認識をいたしております。 

 このため、特に時間外勤務時間が多くなった職員に

対しては、月ごとに状況を把握しながら、産業医の保

健指導を勧奨するなど、健康管理に鋭意努めていると

ころであります。 

 次に、まちづくり協議会等地域組織の育成について

お答えをいたします。 

 市内各地で組織されているまちづくり協議会等は、

それぞれ多種多様な活動を通じて地域づくりに貢献さ

れているものと認識をいたしております。 

 今後も自主的な活動を 大限尊重するとともに、そ

れぞれの活動内容に合致した支援策を講じるなど、協

働する市民活動の充実を目指してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、公民館の耐震対策についてお答えをいたしま

す。 

 災害時の避難場所に指定されている公民館などは、

久慈市地域防災計画において58カ所指定されており、

そのうち市の施設として昭和56年以前に建築された公

民館等は６カ所となっているのが現状であります。耐

震診断及び耐震改修にかかる経費につきましては、老

朽度や建築規模等によって異なるものと承知しており

ますが、避難場所に指定されている公民館をはじめと

し、財政状況を勘案しながら、その用に供することが

できるよう改善に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、車両管理についてお答えをいたします。 

 公用車を屋根つき駐車場で管理すべきとのことであ

りますが、現在比較的長く使用する大型バスなど一部

車両について車庫で保管している状況にございます。 

 その他の車両についても、必要性は認識しておりま

すけれども、多額の費用を要すること、また他に優先

すべき事項などがありますことから、現時点での設置

は考えておりませんので、ご理解賜りますようお願い

をいたします。 

 次に、幼児の育児にかかるご質問についてお答えを

いたします。 

 急激な社会の変化に伴い、育児を取り巻く環境も変

わってきておりますが、発達段階における育児の基本

は変わっていないものと考えております。 

 市といたしましては、育児を地域で見守り支えてい

く社会を目指し、新生児訪問、地区の健康相談、市広

報の「元気応援だより」などを活用して育児力の向上

に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、低気圧被害についてお答えをいたします。 

 農林水産業への復旧支援についてでありますが、昨

日の政和会代表、桑田議員にお答えいたしましたとお

り、早期復旧に向けて支援するとともに、今後におき

ましても県の支援策の動向等に注視しながら、適切に

対応してまいりたいと考えております。 

 次に、旅館業者の経営強化策についてお答えをいた

します。 

 市内旅館業者等への宿泊者数につきましては、年々

減少傾向にあり、非常に厳しい状況であると認識いた

しております。 

 新年度における宿泊を期待できる事業についてであ

りますが、北奥羽総合体育大会、県中学校新人柔道大

会や県民体育大会バスケットボール競技をはじめとし

た教育関係の大会が当市を会場に開催されると伺って

おります。 

 なお、滞在型、宿泊型の観光推進のためには、これ

まで開催されている久慈秋まつり、久慈みなと・夏ま

つりなど地域に根ざしたイベント等への誘客でありま

すとか、山・里・海すべてのエリアで現存する観光資

源と体験、参加型のプログラムを組み合わせて推進し

ていく必要があるととらえております。 

 次に、駅前再開発についてお答えをいたします。 

 久慈駅前はＪＲ八戸線、三陸鉄道北リアス線、さら

にはＪＲバスの発着所として多くの乗降客が利用する

とともに、久慈市の玄関口としての重要な役割を担っ

ている場所でもあります。 

 お尋ねの当該地区の再開発による市街地活性化も一

つの方法であり、その必要性は認識いたしております

が、現在駅前の再開発の計画は持ち合わせておりませ

んので、ご了承願います。 

 次に、雇用対策についてお答えをいたします。 

 雇用拡大にかかる事業者等への支援につきましては、

久慈市雇用開発促進協議会等との連携により、地域雇

用創造推進事業を活用した事業所を支援、地域雇用創

造実現事業を活用した新商品開発など、事業者の地盤

強化による波及的な雇用機会の増大に取り組むほか、

市単独事業の再就職緊急支援奨励金事業をはじめとし

た各種事業を展開しているところであります。 

 新年度におきましても、これらの事業を継続実施い

たしますほか、国のふるさと雇用再生特別基金事業を
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活用した新事業への取り組みの支援、新卒者雇用支援

奨励金制度の拡充により、引き続き雇用の拡大を図っ

てまいりたいと考えております。 

 次に、住宅支援対策についてお答えをいたします。 

 失業や収入減等の理由により、住宅を手放したもの

の実態を把握しているかとのご質問でありますが、こ

れに特化した実態把握は行っていないところでありま

す。 

 しかしながら、失業や低所得等の理由により生活に

困窮している方については、各種相談を受け付ける中

で、適切な制度活用への誘導、案内を行っているとこ

ろであります。 

 また、多重債務などを抱えている場合、庁内関係課

や関係機関との連携により対応しており、消費者信用

生活協同組合が行う消費者救済貸付基金制度や生活再

建資金貸付制度等の融資のあっせん、また弁護士との

連携による債務整理などによりまして、相談者の生活

再建に向けた支援を行っているところであります。 

 以上で、山田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）  山田光議員のご質問にお答

えをいたします。 

 初にスポーツ振興策についてでありますが、宮城

建設室内練習場は、主に野球の練習場として市内のス

ポーツ少年団や、冬季には八戸市の私立高校・大学な

どが硬式野球の練習に有償で利用していると伺ってお

ります。 

 現在、市が管理運営している既存の体育施設の老朽

化が進んでおり、これら施設の計画的な改修、整備が

急務であると考えているところであり、現時点ではこ

の民間施設の取得については考えていないところであ

ります。 

 後に、新野球場建設の候補地についてであります

が、大川目地区につきましては、平成９年に久慈運動

公園基本計画策定の際に５カ所を調査しており、その

うち埋蔵文化財包蔵地として指定されていない１カ所

を、庁内で検討した調査候補地12カ所の中に入れたと

ころでありますが、アクセス道路の整備及び土砂崩壊

防備保安林の指定に伴う対策に多額の費用が見込まれ

ることなどから、 終的に６カ所の候補地に残らなか

ったところであります。 

 以上で、山田光議員に対する私からの答弁を終わり

ます。 

○議長（宮澤憲司君）  鹿糠選挙管理委員会委員長。 

    〔選挙管理委員会委員長鹿糠孝三君登壇〕 

○選挙管理委員会委員長（鹿糠孝三君）  山田光議員

の投票率向上対策についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 投票所まで行くことが困難な高齢者世帯等への対応

策につきましては、公職選挙法の制度上、期日前投票

や郵便投票制度の活用による対応しかないのが現状で

あります。 

 しかしながら、郵便投票制度自体も種々の要件を満

たさなければ利用できないこととされており、有権者

のだれもが活用できる制度とはなっておりません。 

 このことから、国において各方面からの要望等を踏

まえ、交通弱者等の投票機会の確保について対策の充

実等を検討している状況であります。 

 選挙管理委員会といたしましても、このような有権

者の方々の投票機会の確保や便宜供与の手段等につき

ましては、今後国の動向を見据えながら、その対応策

を検討してまいりたいと考えております。 

 以上で、山田光議員に対する私からの答弁を終わり

ます。 

○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）  何点か再質問をいたします。 

 私の先輩である副市長にはきれるなというご助言を

いただいておりますので、冷静に質問をしてまいりた

いと思います。ご助言ありがとうございました。 

 施政方針演述についてでございますが、市長さんに

おかれましては５項目というのは大変失礼なお伺いだ

ったと反省をしていながらも、一般質問をやらせてい

ただいたことに感謝を申し上げたいと思います。 

 そこで、この施政方針演述の中に継続的なもの、今

年度、23年度ですね。それから、今後新たに始まるも

の、将来に向けた調査等手がつくもの、それから単年

度で終わるものの割合と申しますか、どのような形で

なっているものか、お伺いをいたしたいと存じます。 

 次に、職員の人事異動のことについてお伺いいたし

ますが、できれば部課長、管理職は少し早くてもいい

のではないかなとそんな思いがございますし、もう10
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日くらい早ければ何か落ち着いて職員も引き継ぎ等対

応ができるんじゃないか。新しい職場に行っても、ま

た呼ばれていろんなことに対処する状況も見受けられ

たわけであります。そういった意味では、もうちょっ

と早くしていただけないものか、再度お伺いをいたし

ます。 

 次に、職員体制のことでございますが、有給休暇が

あるわけですが、20日繰り越しもできるということに

なっていますけども、その有給休暇の繰り越し状況は

10日以上ある、有給休暇を持っている職員は全体の職

員の何割程度お持ちになっているか。と同時に、すべ

て使う職員はどのくらいであるかをお伺いいたします。 

 それから、職員の流動体制が敷かれておるわけです

が、 近のこの流動体制はどういう形のものになって

いるか、お伺いをいたします。同時に、フレックスタ

イム等の実態も考えられると思いますけども、フレッ

クスタイム等の実態はどうなっているか。それから、

ノー残業デー、水曜日がノー残業デーという形でやっ

た経緯もあったと思いますが、 近もそれが継続され

ているのかどうかということをお伺いをいたします。 

 次に、要望・要求に対する処理状況についてであり

ますが、要望・要求を出してすぐ回答いただきますと、

簡単に結果が出てくる状況があってはならないという

ことで、私は５月からこれまでその余裕を職員に持っ

ていただいて現場等をわざわざ行かなくても、行った

際にいろんなところを見てくることができるという思

いから時間を置いたところでありました。 

 選挙が始まるこの年に当たりますと、いろいろ状況

をどうなっているんだという聞かれる場合もあるわけ

であります。したがって、その答えをいただこうとい

う趣旨でございました。この中でも委員が直接要望を

した、例えば砂利敷き等でありますけども、例えば、

区長さんにもう一回行って話をしてくれないか、ある

いは町内会長のところに行ってくれないかというよう

な話があったりするわけですが、もちろん力を合わせ

てやるのは当然でありますし、そのとおりだと思いま

すけれども、そうでない場合はこの区長、町内会長は

必ず我々が行ってお願いをして、そこから市のほうに

上げなければならないものか、ちょっと確認をさせて

いただきたいということでございます。 

 まず、その辺をよろしくお願いをいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  答弁が前後するかもしれ

ませんがお許しください。 

 初めに、施政方針演述にかかわって主な施策のとこ

ろで、継続的なもの、それから今後新たに展開するべ

きもの、単年度に終わるもの、これの割合というふう

なご質問と受けとめましたけども、いずれ私どもはほ

とんど市長が主要な施策として掲げているものに単発

的なものはあるとは認識しておりません。 

 ある程度継続性があって初めて成果が上がっていく

もの、検証しながら成果を上げていくべきものこうい

うふうにとらえておりますので、いずれにしろ先ほど

市長からご答弁申し上げました子育てにしろ、何にし

ろ、教育関係にしろ、いずれほとんどが継続的なもの

と、そういうふうにとらえております。 

 今後新たに取り組むべきものととらえるとすれば、

例えば新エネルギーの開発とか、これらも研究事業等

でいろいろやっておるわけですけども、これらの研究

の結果として成果があれば、これは新たに展開してい

くような事業であるものととらえております。 

 それから、単年度で終わるものとすれば、希望的な

ものですけれども小規模災害とか、開催補助金とか、

そのような単発的なものも確かにございます。 

 したがいまして、ほとんど事業費の割合とすれば、

ほとんどが性格とすれば継続的なものとそういうふう

にとらえているものでございます。 

 それから、次に人事異動について部課長だけでも少

し早めにというふうなことで、そういうふうに現実に

岩手県とか、それから花巻市とかの他の自治体におい

ては部課長等を先に出して、それから順次出していく

というふうな内示の手段もないわけではございません。 

 しかしながら、当市のこれまでの考え方としまして、

やはり全体的なバランス、職員の人数配置を全体的を

見ながら、やはり内示すべきだとそういうふうな考え

方のもとに、いずれ一斉内示を行っているものでござ

いますし、先ほど市長もご答弁申し上げましたけれど

も、一応引き継ぎについては実際の人事異動、これは

辞令を施行してはじめて成立するものでございます。 

 それで、市長からご答弁を申し上げました趣旨につ

きましては、職員一人ひとりの能力といいますか、業

務量、確かに大変でございます。これは、一日でも多

く活用していただきたいという趣旨から、極力業務に

専念していただきたいと、そういうふうな面から年度
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末に実施しているものではございますが、いずれにし

ろいかに職員が業務に集中できるか、そこについての

観点から人事異動の内示時期については適当な時期を

見定めてまいりたいと、このように市長からご答弁申

し上げた次第でございます。 

 次に、職員の有給休暇の繰り越しの状況ということ

でございますけれども、感覚的で申しわけございませ

んけども詳しい数字を持ち合わせておりませんが、い

ずれ10日以上繰り越ししている者は、全職員のおおむ

ねほとんど、おおむねでございますけども90％以上は

繰り越ししているものと、そういうふうに考えており

ます。 

 いずれ現在取得しているものの、記憶で申しわけご

ざいませんけども大体平均で10日前後その程度でござ

いますので、普通の大体私どもの市職員の場合、40日

有給休暇を持っておりますので、ほとんどの者が繰り

越ししているのが実態と、そのように認識していると

ころでございます。 

 なお、全部消化しているものは何人かということで

ございますが、前年度といいますか、の実績は１名で

ございます。 

 それから、職員の流動体制、これはどうなっている

かということですが、現在例えば確定申告時期とか業

務に集中する時期においては、基本的に部内等で流動

体制をとっているのが実態でございます。それで、マ

トリクスみたいなプロジェクトチーム、そのような体

制をとることもございますが、いずれ部内においてま

ず流動体制をとると、それで足りない場合については

いずれ他部からの応援体制もとると、そのような原則

となってございます。 

 それから、次にフレックスタイムということでござ

いますけども、フレックスタイムにつきましては、一

部保育園等について早番・遅番とかそのようなことで

活用がございますけれども、恐らく議員さんがおっし

ゃっているようなフレックスタイムにはまだ至ってい

ないと認識しております。 

 それから、ノー残業デーというふうな話でございま

すけれども、ノー残業デーも現在実施、毎週水曜日を

ノー残業デーということで設定してございます。それ

で、庁内の掲示板等で本日はノー残業デーですとか、

そのような通達もしておりましたけれども、いずれ時

期においては議員もご指摘のとおり繁忙期等において

は、やはりノー残業デーといいましても、やはり残業

せざるを得ない職員もいるというのが実態でございま

す。 

 以上でございます。 

○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）  私からは、要望・要

求に対する処理状況にかかわってのご質問にお答えし

たいと思います。 

 山田議員のほうからは、市政全般にわたる懸念事項

あるいは課題等の提起が85項目にわたって出されたと

いうふうに承知しておりまして、これについては日を

置かずに各担当部署のほうに回付したということでご

ざいますので、それらを踏まえて各担当部署において

対応できるものは即対応したところですし、対応でき

ないものについてはどうしたらいいのかということで、

また研究をしているというふうなことで承知しておる

ところでございます。 

 これについては、いずれ回答を求められましたので、

間もなく回答書の文書をもって回答できるというふう

に考えております。 

 それから、こういう要望活動に当たっての地域を代

表しての町内会長さんとか、行政区長さん、同席が必

要かどうかということのご趣旨かなというふうにとら

えておりましたが、例えば地域として課題があるとい

うことであれば、やはりその地域を代表する方が代表

してそういう要望を取りまとめてお話いただけるとい

うのが一番助かることかなというふうに考えておりま

すが、これについてはどうあればいいのかという取り

決めはございませんので、それぞれ対応しなければと

いうふうに考えております。 

 ただ、個人的なことにつきましてはまた個々の対応

ということで、それについてはまた別途対応せざるを

得ないというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  ２番山田光君。 

○２番（山田光君）  質問があっちこっちいって大変

申し訳ございませんが、駅前再開発についてのことな

んですが、駅前ビルが組合でももうどうにもならない

状況にあるという話も聞いていますので、いずれこれ

についてはどこかでやっぱり手当てをして、そして何

とか市街地活性化に結びつけていく方法があるだろう

なと、そんな気がしていますのでよろしく検討をして
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いただきたい。 

 そして今、隣のホテルも壊されたわけでありますか

ら、そうすると駅前ビルがもしそういう状況になれば、

隣の民家もあるんですが、もう老朽化していますし、

一緒にやれるなという感じがしております。そういっ

た意味でぜひとも要望でございますけども、近い将来

考えていただきたいということをお願いします。 

 次に、雇用対策についてでありますが、若者という

か、途中で離職した方々、それから60前後、年金をも

らうまでの方々の仕事がない。どうしても固定資産税

とかいろんなもの払わなければならない、大変だとい

うことですから、この際特例債、市債でも多く増やし

て、いろんな支援をしているわけですけれども、支援

策があるわけですが、思い切って少しばっかしの支援

策でなく、思い切ったもうこの際だから、今食べなき

ゃならないからそういったことも考える必要がないの

かなという気がしまして、もう一度その辺についての

お考えをお願いをいたしたいと存じます。 

 それから、野球場の関係でございますけれども、や

っぱり私も野球やった関係者でありますけども、大川

目が立地的にやませはないんですね。したがって、非

常にいい場所だなと思っていますけども、これ今もう

６カ所決まったわけでありますが、将来進める段階で

やっぱり大川目だということにはならないのかなとい

うことを期待して、もう一回答弁をお願いいたします。 

 あと、旅館業の件なんですけども、何とか存続させ

営業成績が上がるような向上策をとっていってもらわ

ないと、何か大会を開くとき開けなくなる状況が出て

くるんではないかなと危惧するわけでありますから、

これについても何とか滞在型の何か仕事を思い切って

予算を投じて、そしてつくって、公共事業でも何でも

いいですから、滞在型の何かをつくっていただくよう

な工夫をしていただきたいんでありますが、もう一回

その点について早急に何かいい方法があればお答えを

していただきたい。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  山田議員のご質問がまた数点

にわたってなされましたが、山田議員のご質問の根底

にあるのは、民間が行うことに対して行政がそこに特

化して支援しろというそういった考えに基づいてのご

質問が多いのかなとこう感じました。 

 例えば、駅前の開発については私どももできること

ならば周辺を整備してまいりたい。その手法について

日々研究を重ねているわけであります。 

 ただ、山田議員のご質問の趣旨は、組合が大変だか

らそこを何とかしろと、こういう趣旨では私どもはな

かなかにいい道筋をつけることができないわけであり

ます。一組合を救済するために市街地、駅前再開発を

するということであっては、私は前に進まないものだ

とこのように思っていますし、恐らく議会に提出、提

案をしても多くの議員の方々からは、直ちに賛同を得

られる状況ではないのかなとこのように思います。大

義が必要であるというふうに思っております。 

 それから、同様に旅館業といった視点からのご質問

であるわけでありますけれども、私どもは何とか内外

の交流を活性化させたい、そのためにさまざまなス

ポーツ等を含めたイベントの招致にも努めている。そ

れから、旧来から行われております久慈秋まつりであ

るとか、みなと・夏まつりであるとかさまざまなそう

いった事業を支援することによって、結果として来外

者が増えていく、そのことによって宿泊客数が伸びて

いく、こういったことを考えているわけでありまして、

一つの分野を助けるために何かをやるというそういっ

た考え方ではない、市全体として市民の皆さん全員か

ら、なるほどその事業は有効であるなというようなご

理解をいただいたところに公費を使うことができると

いうふうに私は思っております。 

 そういうことが議会においてもご理解をいただいて

いることなんだろうと、このように思っておりますの

で、その点については何とぞご理解をいただきたいと

いうふうに思っています。 

 もし、漏れのところがありましたらば部長のほうか

ら補足をさせます。 

○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）  私のほうからは雇用

対策についてのご質問がございましたので、お答えを

申し上げたいと思います。 

 議員からは若者定住も含め、あるいは高齢者といい

ますか、60過ぎても働かなければならない人たちの支

援をとこういうことでございましたが、先ほど市長の

ほうからもご答弁申し上げましたいろいろな事業を展

開してございます。そういった事業を限られた予算の

中で実施していくわけでありますので、何とかそうい
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ったものをフルに活用しながら雇用対策には努めてま

いりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思

います。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  新野球場の建設のご質問で

ございますが、結論的には６カ所に絞り込んだわけで

ございますから、その中から 終的に決定してまいる

ということを考えているわけでございますが、先ほど

ご答弁申し上げましたように、 初は30カ所ほどの候

補地の中から、いろいろと検討して12カ所にまず絞り

込んだという経緯があるわけですが、その12カ所の中

には山田議員がおっしゃっているようなところの、い

わゆる大川目についても候補地としてはあったわけで

ございますけども、さらに絞り込みをする際に候補地

の選定要件といったようなことでもって、野球場それ

から駐車場の敷地の面積が確保ができるかどうか、あ

るいは市街地とか幹線道路からの距離であるとか、山

田議員おっしゃったようにやませの影響であるとか、

埋文だとか、保安林とかの法的規制それらについてさ

まざまと調査をした結果、この６カ所になったわけで

ございますから、私はこの６カ所の中から選定するこ

とが 善だろうというふうなことで考えているところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  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、今任期 後の定例議会にあたり、久慈市のさ

らなる発展を強く願いながら、当面する市政の諸課題

等について、市長並びに教育長に対し一般質問を行い

ます。 

 既に、登壇された質問者と重複する項目がございま

すが、割愛せずに通告に従って質問いたします。 

 まず 初に、市長公約にかかわってお伺いします。 

 山内市長は、昨年３月の市長選挙での公約に、教

育・子育て支援・高齢者支援・障がい者支援の充実、

雇用の場の創出、確保、生活・生産両面にわたる社会

資本の整備、協働によるまちづくりと内外の交流促

進・地域コミュニティの活性化を掲げ当選しました。 

 旧久慈市長初当選から８年、新久慈市長再選から１

年経過しようとしております。これまでの再選後１年

間の進捗状況と任期中の達成見通しについてお伺いし

ます。 

 次に、市長多選自粛条例にかかわってお伺いします。 

 山内市長は、平成15年の旧久慈市長選に立候補した

際、市長多選自粛条例の提唱を公約の柱として当選し

ております。 

 その後、８年経過しておりますが、いまだにその具

体的動きが見えない状況にあります。この間、５回に

わたりどのような状況かと一般質問しておりますが、

その都度「憲法解釈の動向や国等の動向を注視し、提

案内容、提案時期を見極めていきたい」との答弁が続

いております。これまでの検討結果、現在の取り組み

状況についてお示し願います。 

 次に、花・鳥・木を活用したまちづくりについて質

問いたします。 

 新久慈市の花はツツジ、鳥はウグイス、木は白樺に

決定の運びであります。 

 この久慈市の花・鳥・木のシンボルを、まちづくり

に生かすべきだと思っております。活用のための計画、

段取りがあればお示し願います。 

 次に、市民との協働を進めるまちづくりについて２

点お伺いします。 

 １点目は、ＮＰＯ・ボランティアとの協働の推進に

ついてであります。ＮＰＯ・ボランティアとの協働は、

久慈市総合計画後期基本計画でも、またさきの市長施

政方針演述でも重要施策として取り上げておりますし、

これまでも積極的に取り組んできたものと思っており

ます。 

 そこで、これまでの実績と今後の具体的取り組みに

ついてお伺いします。 

 ２点目として、新たな行政手法にかかわってお伺い

します。 

 この行政手法に関しても、久慈市総合計画後期基本

計画でも取り上げておりますし、これまでも構造改革

特区、地域再生計画の申請のための調査、検討をして

きたものと思っております。 

 この構造改革特区、地域再生計画、ＰＦＩ等これま

での具体的取り組み状況と成果、今後の具体的取り組

みについてお示し願います。 

 次に、国際交流についてお伺いします。 

 市長就任当時、山内市長は国際交流に消極的だと見
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ておりましたが、数年前からはむしろ積極的になった

ような気がしております。そこで、今後の国際交流の

考え方と具体的事業推進計画についてお示し願います。 

 質問項目６番は地上デジタル放送対策についてであ

ります。 

 ことしの７月24日からはアナログ放送が終了すると

盛んにテレビ等で広報しております。 

 その際心配なのが、難視聴地域が多く残ることであ

ります。現在、把握している難視聴地域を具体的にお

示し願いますとともにその解消策についてお示し願い

ます。 

 次に、エネルギー政策の推進についてお伺いします。 

 限りあるエネルギーの効率的利用、地球温暖化防止

を図るため環境への負荷の少ない新エネルギーの開発、

利用が不可欠であり、久慈市として取り組むべき事業

も多くあるものと思っております。新エネルギー推進

への取り組み状況と今後の取り組みについて具体的に

お示し願います。 

 次に、ふるさと納税にかかわってお伺いします。 

 久慈市でも、平成21年から積極的に取り組んでいる

と思っておりますが、全国的には減少傾向にあったと

の報道もあったところでございます。これまでの実績

と今後の促進策についてお示し願います。 

 質問項目９番は、市内経済状況についてであります。 

 市内の経済状況がよくなければ雇用も伸びず、市民

生活も活気がなくなります。市として、政策を立てる

上でも経済状況を確実に把握しておかなければならな

いものと思っております。 

 そこで、現在の市内経済状況をどのようにとらえて

いるのか具体的にお示し願います。 

 次に、いわて森のトレー対策についてお伺いします。 

 平成14年８月に事業を中断し、平成16年３月にトリ

ニティー工業を相手に損害賠償を求め提訴。久慈市と

していわて森のトレー生産協同組合に補助参加したも

のの、昨年９月17日の判決で全面敗訴という結果とな

ってしまい、控訴も断念という 悪の状態であります。

さきの12月議会では未回収債権回収に向け、全力で取

り組むとの答弁もあったところでございます。 

 そこで、まず確認ということで質問しますが、敗訴

後に市として取り組まなければならない具体的課題と

これまでの取り組み状況、今後の取り組み目標、計画

についてお示し願います。 

 次に、日本一の炭の里づくり推進についてお伺いし

ます。 

 九戸高原地域を日本一の炭の里にし、地域の振興と

発展に寄与しようと始まった、日本一の炭の里づくり

構想も既に18年になろうとしております。 

 現在の推進状況と今後の推進対策についてお示し願

います。 

 質問項目12番は観光物産展等の開催状況についてお

伺いします。 

 県全体での観光物産展、久慈広域による観光物産展、

市独自の物産展等が開催されてきたものと認識してお

りますが、６次産業の推進などによりさらに重要度が

増すものと期待しております。 

 そこで、市がかかわる市外での観光物産展等の開催

状況と今後の開催計画、支援体制についてお示し願い

ます。 

 後に、新野球場建設推進について教育長からお伺

いします。 

 新野球場建設の方針で進んでおりますことに、野球

協会関係者として市長、教育長をはじめ、担当者の皆

様には心から感謝申し上げます。 

 今後は、短期間での建設、岩手国体への対応などに

さらに多忙な日が続くものと思われますが、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 そこで、まず次に取り組むべき新市営野球場建設場

所の選定方法と段取りについてお示し願います。 

 以上、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、市長公約についてありますが、私は「人輝

かなければ地域の輝きはなく、地域の輝きなければ市

全体の輝きもない」との強い思いから、４年間の公約

として、教育・子育て支援・高齢者支援・障害者支援

の充実、そしてまた雇用の場の創出・確保、生活・生

産両面にわたる社会資本の整備、協働によるまちづく

り、内外の交流促進・地域コミュニティの活性化の５

本の大きな柱を掲げ、久慈市が抱える課題に取り組ん

できたところであります。 

 現在、その成果は着実にあらわれてきているとは考

えておりますが、各施策分野ともにこれで十分な水準
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であるという認識には立っておりません。これからも、

公約に掲げる施策の着実な履行と市政課題解決のため

に、久慈市総合計画後期基本計画に基づき、鋭意取り

組んでまいりたいとこのように考えております。 

 なお、十分な水準にはあるとは考えていないとこの

ように申し上げたところでありますが、恐らくはどな

たがこの座に立とうとも到達点はないものだろうと、

このように思っております。確実に高みに上らせるこ

とが責務であるとこのように考えております。 

 次に、市長多選自粛条例についてお答えをいたしま

す。 

 多選自粛条例につきましては、みずからを律する自

律規定の観点から検討を進めているところであり、引

き続き法律解釈や所要の法整備を含めた国等の動向、

及び他自治他の状況等を注視しつつ、条例提案の内容

時期を見極めてまいりたいと考えております。 

 次に、花・鳥・木を活用したまちづくりについてお

答えをいたします。 

 市の花・鳥・木につきましては、３月13日に開催予

定の市制施行５周年記念式典において発表することと

いたしており、その写真パネルを市役所本庁舎や総合

支所などの公共施設等に掲示することといたしており

ます。 

 また、制定した花・鳥・木につきましては、広報、

市勢要覧、社会科副読本、各種事業のチラシ等に活用

しながら周知を図るとともに、市民や民間団体等とも

連携した植樹や観賞の集いを企画するなど、新市とし

ての一体感を醸成するシンボルとして全庁的な取り組

みを進めてまいりたいと考えております。 

 なお、平成28年には第２順目の岩手国体が開催され

るわけでありますけれども、そういった折にもこの

花・鳥・木について大いに活用していくことが大切で

あると、このように考えております。 

 次に、市民との協働を進めるまちづくりについてお

答えをいたします。 

 まず、ＮＰＯ・ボランティアとの協働の推進につい

てでありますが、これまで「市民との積極的な協働を

進めるまちづくり」として地域コミュニティ活動や、

市民協働道路維持補修などの事業が展開されてきたと

ころであります。 

 また、ふれあいサロンの開設でありますとか、自殺

予防事業への参画、あるいは中高生等によるボランテ

ィア活動のほかに、町内会等が主体となった自主防災

組織の結成や、災害時要援護者支援に関する協定を結

ぶなど、市民との協働は多岐にわたる取り組みがなさ

れてきたところであります。 

 今後におきましても、行政と市民とが協働して取り

組む意識の醸成を図るとともに、自主的な地域づくり

活動の活性化を促してまいりたいと考えております。 

 次に、新たな行政運営手法についてでありますが、

これまで地域再生計画につきましては、汚水処理施設

の整備を促進するための久慈市いつくしみのまちづく

り再生計画、また雇用の創造を図るための、交流事

業・ものづくり産業振興を通じての雇用創造再生計画、

雇用創造を推進し、地域の人口流出に歯どめをかけ、

地域の再生を図るための“おもてなし”と“ものづく

り”の心による教育旅行・福祉介護・製造業振興の３

件の認定を受けこれまで事業に取り組んでいるところ

であります。 

 なお、構造改革特区及びＰＦＩの活用につきまして

は、国、県等からの情報収集に努めながら、各課長に

対して取り組みの可能性を協議検討してきたところで

ありますし、また、さまざまな事業を実施する以前に

当たって、このＰＦＩの投入の可能性などについても

その都度、研究、検討を重ねてきたところではありま

すが、これまで具体的な取り組みには至っていないの

が現状であります。 

 次に、国際交流についてお答えをいたします。 

 先ほどご質問の冒頭に、「山内市長は、当初は国際

交流に消極的であったのではないのか」と、「 近は

積極的になったようだが」とのコメントがございまし

た。 

 このことについて触れさせていただきたいんであり

ますが、 初から消極的だったということではござい

ません。私が市長に就任して国際交流を進める上で、

これまでどちらかといえば、これ私の感覚ですが官主

体であったのではないのか。それを民主体の国際交流

に切りかえてまいりたい、そういう思いでありました。

もしかすればこの点が議員には消極に映ったのかもし

れませんけれども、あえてここで説明をさせていただ

きます。 

 さて、近年の国際交流の主な事業でありますけれど

も、昨年の姉妹都市締結50周年を迎えたフランクリン

市への訪問事業及び一昨年の20周年を迎えたクライペ
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ダ市への訪問事業を周年記念事業として実施したとこ

ろであります。 

 その結果、姉妹都市交流の歴史の重みを再認識する

とともに、継続することに意義を感じたところであり、

今後、さらにその絆を継続し強固なものとしてまいり

たいと考えております。 

 また、久慈市国際交流協議会との連携を軸とした国

際交流事業を実施するとともに、中高生海外派遣事業

や英語教師の招聘事業を継続することにより市民の国

際感覚の醸成を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、地上デジタル放送対策についてお答えをいた

します。 

 新たな難視聴地区の現状につきましては、昨日の政

和会代表、桑田議員ほかにお答えしているところであ

りますが、本年２月10日現在で55地区1,289世帯で対

策が必要であるととらえております。 

 また、これら難視聴世帯における解消策としては、

本年７月24日までに共同受信施設を整備する地区が14

地区577世帯、高性能アンテナ対策を整備する地区が

13地区453世帯となっており、このほかに受信点が見

つからない、あるいは共同受信施設の整備が７月24日

までに間に合わないなどの理由から、当面、これらの

地区については衛星セーフティーネットで対応すると

いうことになっておりますけれども、その地区が28地

区259世帯という状況にあります。 

 次に、新エネルギーの推進についてお答えをいたし

ます。 

 新エネルギー政策は、化石燃料の枯渇への備えや地

球環境問題、とりわけ温暖化対策として、国の枠を越

えた取り組みが求められております。 

 市におきましては、住宅用太陽光発電システムの導

入に対する助成や省エネルギーの意識啓発、新エネル

ギー施策等の周知に努めてまいりましたほかに、公共

施設への導入についても種々検討を重ねてきたところ

であり、今年度、太陽光を利用した避難誘導灯を３基

設置したとこであります。来年度もまた３基の設置を

予定しているところであります。 

 また、来年度、改築予定の久慈小学校に太陽光発電

パネルを設置する予定でもあり、再生可能エネルギー

の積極的な活用によるＣＯ２の削減など、低炭素社会

の実現に向けて、学校、地域における環境・エネル

ギー教育への活用が大いに期待されるところでありま

す。 

 引き続き、公共施設への導入について検討を行いま

すとともに、当地域が有望視されている洋上風力発電

の導入可能性についても、情報収集に努めるなどかか

わってまいります。 

 次に、ふるさと納税についてお答えをいたします。 

 ふるさと納税の制度が始まりました平成20年度には、

10件、55万5,000円を、平成21年度には８件、34万

7,000円、今年度は２月末現在でありますが、11件、

50万7,000円のご寄附があったところであります。 

 また、制度の周知等に当たりましては、ご寄附をい

ただいた方々に対する広報くじの送付を継続するほか、

地元出身者が集いますふるさと会等におけるふるさと

納税のパンフレット配布に工夫を加えるとともに、寄

附申請手続の簡素化を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、市内経済状況についてお答えをいたします。 

 我が国の経済は世界的な金融危機を契機とした急速

な悪化以来、企業活動の大幅な後退と雇用の収縮によ

る不安定な状況がいまだ続いております。当市におい

ても依然として企業の経営状況、雇用状況ともに非常

に厳しい状況であり、回復の方向性が見えない状況に

あると認識をいたしております。 

 こうした状況下では、国における抜本的な経済対策

に期待せざるを得ないところではありますが、市とい

たしましても、企業の経営安定を図るための各種融資

制度の活用促進、雇用対策のほか、各種横断的な事業

の実施により、市内経済の活性化を促してまいりたい

と考えております。 

 次に、いわて森のトレー対策について、お答えをい

たします。 

 課題といたしましては、いわて森のトレー生産協同

組合の補助金返還資力の見極めと、法的回収の可否の

判断であるととらえております。 

 これまでの取り組み状況でありますが、組合との直

接交渉による補助金返還請求や、債権回収の手法等に

ついて岩手県及び弁護士と協議を重ねているところで

あります。 

 今後におきましても、引き続き組合との直接交渉に

よる補助金請求に全力で取り組むとともに、返還資力

の有無と法的回収の可否について判断していかなけれ

ばならないものと考えております。 
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 次に、日本一の炭の里づくり推進についてお答えを

いたします。 

 推進状況とその対策についてでありますが、昨日の

清風会代表、髙屋敷議員にお答えいたしましたとおり、

岩手県木炭協会、日本一の炭の里づくり構想推進協議

会等と連携をいたしまして、販路拡大活動等を促進し

ているところであり、今後におきましても、消費者

ニーズの把握と販路拡大策に努め、日本一の炭の里と

しての知名度の向上を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 後に、観光物産展等の開催状況についてお答えを

いたします。 

 市がかかわる観光物産展等につきましては、社団法

人久慈市観光物産協会が中心となり、市内事業者の

方々と連携し当市の特産品販売や観光ＰＲに努めてい

るところであります。 

 今年度の開催状況でありますが、盛岡市のデパート

や仙台市、さらには東京のいわて銀河プラザなど県内

２カ所、県外10カ所で開催し、多くの来場者の方々か

らご好評をいただいたところであります。 

 来年度は、ご承知のとおり、平成24年４月からの岩

手デスティネーションキャンペーンの前年に当たりま

すことから、積極的に当市の情報発信を図ってまいり

たいと考えております。引き続き観光物産展の開催支

援、さらには県等が開催する物産展などへの参加を促

してまいりたいと考えております。 

 以上で、民主党、小倉建一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○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、小倉建一議員の新

野球場建設場所の選定方法と段取りについてのご質問

にお答えをいたします。 

 まず、場所の選定方法についてでありますが、平成

９年に久慈運動公園基本計画を策定した際に調査した

30カ所を参考としながら、庁内で12カ所を選定し、自

然条件、社会的条件及び保安林や埋蔵文化財指定など

の法的規制等について検討を重ねた上、６カ所を候補

地とし専門業者に詳細な比較をするための基本調査を

委託したところであります。 

 この調査結果を踏まえ、庁議において再度検討を行

った結果、 終的に６カ所の候補地の中で優先順位を

決定したところであります。 

 今後の進め方につきましては、昨日の政和会代表、

桑田議員にお答えいたしましたとおり、地権者への意

向打診等を行い建設の見通しのめどが立った後、地形

測量、用地測量費及び基本設計委託料などの予算措置

をお諮りし、平成28年度の開催が内々定しております

岩手国体に供用できるよう目指してまいりたいと考え

ております。 

 以上で、民主党、小倉建一議員に対する私からの答

弁を終わります。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を許します。９番小倉

建一君。 

○９番（小倉建一君）  それでは、何点か再質問をさ

せていただきます。 

 まず、市長公約にかかわってお伺いします。 

 その進捗状況、まず着実にあらわれているようなこ

とで、水準を上げるようにさらに頑張っていきたいと、

こういうことでありますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

 私は、久慈市 大の課題といたしましては、市長の

公約でもうたってあります雇用の場の創出・確保、こ

れが一番だと思っております。その受け皿となります

農林水産業の立て直しが急務だと思っております。そ

のためにも今議会の答弁でもよく言われております６

次産業、６次産業の強力な振興・推進が必要だと思っ

ております。このことに関し、市長の具体的推進策、

具体的段取り等があればお示し願います。 

 また、公約の中に岩手国体開催に向けた取り組み

云々という項目もありますが、宿泊施設の確保も重要

課題だと思っております。この長い期間を要する宿泊

施設確保についてはどのように考えているのかお伺い

します。 

 次に、ふるさと納税についても再度お伺いします。 

 これまでの実績をお伺いしましたが、さらに、パン

フレット等の工夫に努めているとのことでありました。 

 私は、前にもらっておりますパンフレットを見てお

りますが、その後改訂になっているかどうかわかりま

せんが、首都圏等に住む久慈市出身者に対し、もっと

積極的にお願いすべきではないかと思っております。 

 その具体的な動きとして、まず、このパンフレット

を毎年度新しく更新し、新しい情報を掲載しながら活

用すべきだと思っております。特に、作成年月日、あ
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るいはいつ版かというのが載っていないということが

ありますので、ひとつその辺を検討の上、このリーフ

レットの活用等もよろしくお願いしたいと思います。

その考え方について、お伺いしたいと思います。 

 次に、いわて森のトレー対策についてもお伺いしま

す。 

 先ほどは取り組まれなければならない課題というこ

とで、その補助金の返還の見極め等という話がありま

した。法的なこともというようなことがありました。

私は、そのほかにもこの森のトレー対策については市

の税金の回収問題、あるいは今の森のトレーの施設が

建っております活用、あるいはそのほかいろいろある

のかなとこのように思っておりますが、その辺の考え

についてもお伺いしたいと思います。 

 また、岩手県では国の責任などを検証したいとして

おりますが、久慈市としても国、そして県の責任など

を検証あるいは再検証すべきだと思っておりますが、

その検証をしているのか、あるいは検証しようとして

いるのかどうかをお伺いしたいと思います。 

 観光物産展等開催にかかわってもお伺いします。 

 ６次産業推進と販路拡大は同時に振興すべきもので

あります。今後の観光物産展等開催への支援体制充実

につきましては、担当部長からその意気込みをお聞き

したいと思います。 

 新野球場建設についても再質問いたします。午前中

の議論にもありましたが、将来、新野球場に国、県の

補助等を得てドーム施設にしてもいいのではないかと

いうような話も出てきました。私もそのように考えて

おりますし、そうなれはドーム施設を使った災害時の

活用等にも利用できますし、非常に２段階方式もいい

のではと思っております。そのためにもそれなりの場

所の選定が必要だと思っております。その考え方につ

いて、２段階方式で建てる場合の選定を考えているの

かどうかについてもお伺いしたいと思います。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  初に、農林水産業の６次産

業化のご質問がございました。私は、６次産業化の推

進は大変に重要な意義があるというふうに思っており

ます。また、かてて加えまして、６次産業化という概

念にさらに内外との交流を加味していくことのほうが

さらに効果が高いのだろうと、こういった思いから海

業・山業・里業の振興という言葉を、造語ではありま

すけども創り出して、これを推進してまいりたいとこ

のように思っております。 

 国、県等の制度に乗っかった６次産業化の具体的な

進みぐあい等については担当部長等のほうから答弁を

させますが、民間の短角牛等を活用した６次産業化も

現実に、これはもう営業を始めているわけであります。

こういったところに対してさまざまな経営支援、技術

等の支援ですね、人材育成も含めて。こんなこともや

りながら進めているといった状況について少しお話を

させていただきます。 

 それから、２点目として、私からは森トレについて

答弁をさせていただきます。 

 森トレについては、県と協議をいたしました返還ス

キーム、これがまさに県と市のその責任のあり方を検

証したものでありますので、この返還スキームに沿っ

た処理を基本にしてまいりたいとこのように考えてお

ります。このことについてはご理解をいただきますし、

なお、今後、補助金の請求に全力で取り組んでいきた

いということと、返還資力の有無、法的回収の可否、

これらについて鋭意検討していきたいということであ

ります。これは税のことについては税の対応というこ

とで、これはまたそのとおりでありますので、これは

これとして対応していくということには変わりありま

せん。 

○議長（宮澤憲司君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私から、ふるさと納税につ

いてご答弁を申し上げたいと思いますが、実は私が庁

内のふるさと納税推進会議の会長というか座長といい

ますか、そういう立場にあるものですからご答弁申し

上げますけれども、いずれふるさと納税にかかわって

は私もこれまでも久慈高校東京同窓会やあるいは久慈

地区高等学校同窓会ふるさと会等々に出向きながら、

先ほどのパンフレット等配布しながらお願いをしてき

たところでありますが、いずれ庁内の推進会議の中で

どう効果のある活動を展開すればいいのかっていうふ

うなことについては十分に議論をしているところであ

りますけども、ただ、先ほどのご質問にありましたこ

のパンフレット等の毎年変えてっていうふうなこと等

についてはいろいろな費用等もかかるものですから、

少しそこは検討したいと思いますが、ただ、確かにこ

れを配布してもなかなかに少し簡単に理解できるのか

なっていう部分もないわけではないんで、そこのとこ
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ろは十分に詰めたいというふうに思いますが、いずれ

これまで以上に、先ほども申し上げました首都圏のい

ろいろな久慈地区出身者の会等には出向きながらお願

いをしてまいりたいというふうに思っておりますので

よろしくお願いします。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ６次産業化について、

私からもお答えをさせていただきます。 

 現在の６次産業化の経営体は５事業所でございまし

て、関連した施設を含みますと約85名程度の雇用が創

出されております。今後におきましても推進を図って

まいりたいと思いますけども、冷凍技術を活用し、さ

らに拡大を推進してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○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）  観光物産展の支援に

ついての意気込みをということでございました。先ほ

ど来市長のほうからもご答弁申し上げました。いろい

ろな機会をとらまえて、県あるいはいろんなところで

開催されるこの観光物産展あるいは観光ＰＲに参加を

しております。 

 今年度につきましても久慈市観光物産協会のほうに

補助支援もしておりますので、一体となってこの物産

展、ＰＲ事業にも積極的に取り組んでまいりたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  新野球場建設についてのご

質問にお答え申し上げますが、午前中でも新野球場に

ついての屋根つきっていうんですか、ドーム型と申し

ますか、そういったことでの議論があったわけでござ

います。 

 小倉議員さんおっしゃってるこの２段階方式という

のが、当面、当座、この新野球場建設、その後にそう

いった施設づくりといったことを指してるというふう

に理解するわけでございますが、それらについては午

前中の外舘副市長から申し上げましたように、今後の

そういった財政的な部分が大きくなろうかと思うんで

すけども、そういったことを、今後において展望とし

て、研究なり検討するべき時期が来たときに備えてい

かなきゃならないだろうというふうに思ってるんです

が、今の新野球場建設のその用地については、野球場

建設だけで面積がいっぱいになると、地形的にそうい

ったところを、場所を選定してるわけではないわけで

ございまして、議員さんご存じのとおり、全員協議会

でもお示ししましたとおり、その場所、地区について

は今後にも発展的な要素が備わっているというふうに

考えてございます。そういったところで今後さらに研

究を進めていきたいというふうに思っております。 

 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）  先ほど岩手国体の関係でホテ

ルの関係はどういうふうな対応をしていくのかという

のありましたが、今また質問しますが、現有のホテ

ル・旅館ではちょっと心配だなあというとこあります

ので、その辺を長期的にどのように対応しようとして

いくのかお伺いしたいと思います。 

 ふるさと納税につきましては、ひとつ野球場建設方

針が固まったわけですから、我々も頑張りたいと思っ

ていましたから、この野球場の項目等も入れながらひ

とつ活用できるようによろしくお願いしたいと思いま

すが、やっぱり首都圏にいる方もやっぱり久慈に野球

場ができればいいなという人が結構おりますので、そ

の辺も項目も入れてもらうというようにひとつお願い

したいと思います。 

次に、森のトレーですが、現在、協同組合はまだあ

るものと思っておりますが、役員の状況はどうなって

いるかというのと、その組合ではどのような活動をし

ているのかというのをお伺いしたいと思います。補助

金を返還するための活動をやってるのか、あるいは再

生、工場再生に向けて活動してるのかというのをお伺

いしたいと思います。 

 もう一点、観光物産展ですが、非常に首都圏のほう

でのアンテナショップというのもよくやってるわけで

すが、この辺の設置の考え、あるいは中国の富裕層の

方を対象にした中国への進出なども考えられますが、

この辺のあたりは長期的に見てどのように考えている

のかお伺いしたいと思います。 

 また、私もかかわっておりますが、現在、首都圏に

住む久慈出身者と久慈のいろいろ在住者で、久慈地区

の観光物産振興のためのＮＰＯ認可を総務省に申請し

ております。ここで市の指導をいただきながら市に協

力するような活動を展開しようとする団体であります

が、お互いに活用をしたりされたりというようなこと

でいけばいいかと思っております。 
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 例えば、具体的には、向こうにいる方がこっちの久

慈のパンフレットを駅前で１カ月に１回ぐらいずつ配

るとか、そういうのも計画に入れておりますので、ど

んどん活用してもらえればと思っております。このよ

うな団体を活用すべきだと思っておりますが、この考

え方を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）  ふるさと納税にかかわって

野球場建設の、野球場に建設資金としての寄附をとい

うことだろうというふうに思いますが、一方では、こ

れまで野球場とは別に平沢運動公園等の芝生化ってい

うことも、これまでいろいろあるスポーツ団体等から

の要望もあるわけであります。そういう背景の中でそ

ういうスポーツ団体の意向は、芝生化を実現するため

にいろいろな方々から寄附を募って、自分たちの活動

として、そして市のほうにお願いをしたいっていうふ

うな動きもあるやに聞いているところであります。 

 そういうような一方の団体もあるわけでございます

ので、ぜひふるさと納税に特化した活動というのはち

ょっと市とすればいろいろその他の団体等もあるわけ

でありますので、そこについては少し検討を要するか

もしれませんが、野球場建設にかかわってもその野球

関係者団体等の市民の盛り上がりを喚起していただく

ような運動を、活動を展開していただければよろしい

のではないのかというふうに思っておりますので、そ

の点はよろしくお願い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）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  国体受け入れにかかわっ

ての宿泊施設といいますか、それが万全かというふう

なことでございますが、こちらにつきましては今年度

国の正規視察がございまして、柔道あるいは軟式野球

といろいろ審査をいただきまして、久慈市内あるいは

管内のホテル・旅館等でまかなえるだろうということ

で審査を受けてございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  いわて森のトレーに関

してお答えを申し上げます。 

 役員の体制は今現在どうなっているかということで

ございました。理事は３人いらっしゃいまして、理事

長は岡野朝雄氏でございます。それと癩癩。 

    〔発言する者あり〕 

○農林水産部長（村上章君）  今の発言は取り消しさ

せていただき、大変恐縮でございます。 

 役員は３名いらっしゃいます。それと、今どのよう

な組合は活動しているかということでございました。

私は生産活動はもちろんなされていないと、そして何

をやってるかというと、債務の整理をやっているもの

ととらえてございます。 

 以上です。 

○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）  観光物産展について

再度の質問をいただきました。議員のほうからは２点、

３点にわたってのご提案もいただきました。アンテナ

ショップの展開等についての考えはないかとこういう

ことでございますが、市単独としての首都圏へのアン

テナショップとなりますとなかなかに難しいものがあ

るだろうなとこう思っております。 

 ただし、そういった中でいわゆる県北沿岸、そうい

った部分で現在一戸町が横浜の元町のほうに、少しで

ありますけれどもアンテナショップを展開していると

いうこともお聞きしております。そういった中で、一

戸町さん等からも声がかりがあって、久慈のほうから

も２、３店舗の方が物品の出品もされてるとも聞いて

おりますので、できるものであれば、先日も一戸町さ

んからお話ありましたけれども、県北沿岸のこの８市

町村で展開できるようなものがあったとすればどうだ

ろうねというお話もいただいておりますので、その辺

も含めて検討してみたいなと思います。 

 さらに、海外、中国への進出ということでございま

すが、なかなかに私もそのつてがございません。でき

るものであれば１カ月、２カ月も滞在をして、一生懸

命頑張れば何とかなるのかもしれませんけれども、そ

れは別といたしましても、これからそういった道があ

るとするならば、いろんな方法を講じながら検討はさ

れるべきものだろうなと考えております。 

 さらに、いわゆるＮＰＯ法人を申請をされておると

いう団体の内容につきまして若干はお聞きはしており

ます。具体的に内容等につきましてしっかりとお知ら

せをいただいて、できるものであれば連携をして、久

慈市のＰＲができればと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を打ち切ります。 
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 この際、暫時休憩をいたします。再開は午後２時45

分といたします。 

    午後２時32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２時45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、市長及び教育長に質

問いたします。 

 初に、新年度予算編成についての質問です。 

 新年度予算編成を行うに当たっては、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予算編成を行ったと思いますが、

平成23年度における新規事業と、また、重点となる施

策は何かについてお伺いいたします。 

 次に、地デジ対策についてお伺いいたします。 

 テレビの地デジ化は国の方針で行われ、今年７月に

はアナログ波が停止されます。難視聴地域解消に向け

取り組んでいるところですが、まだ難視聴地域の完全

解消には至っておりません。 

 広範囲の難視聴地域では共同受信組合を設立しての

取り組み、狭い範囲であれば高性能アンテナを設置し

ての取り組みなどが行われていますが、現段階におけ

る地デジ対策をしても受信不可能な地区及び世帯数に

ついてお伺いいたします。 

 また、地デジ対策のために多額の費用がかかること

から補助金の申請・認可、工事の申し込み、その後に

おける工事などでアナログ波停止時までに地デジ化が

完了できない地区や家庭があると思われますが、その

地区名と世帯数は幾らかお伺いいたします。 

 高性能アンテナ等でも受信不可能な世帯の地デジ化

対策はどのように行うかあわせてお伺いいたします。 

 次に、市民バスの運行についてお伺いいたします。 

 市民バスは、通院、通学、買い物など、住民の交通

手段を守るために運行されていますが、利用者が少な

いという理由から、平成23年度から一部路線の運行廃

止が公共交通会議で決定されました。 

 市民バス運行は、通院や通学あるいは買い物などで

バスを必要としている方がいる以上、経済効率優先で

なく、社会的必要性を重視して運行すべきと思います

が、考えをお伺いいたします。 

 また、市民バス運行の目的に通勤がないために、通

勤時間を考えた運行とはなっていません。利用者は少

ないと思いますが、バス運行を必要としている方にと

っては大変重要な事柄です。市民バス運行の目的に通

勤を加えるべきと考えますが、考えをお伺いいたしま

す。 

 また、新町循環線のうち枝成沢地区については、平

成23年度からデマンドタクシー方式による運行となり、

現在の計画では従前のバス路線をデマンドタクシーが

運行するとなっています。他市町村におけるデマンド

による運行はさまざまな方法があるようですが、当久

慈市においても、利用者の要望にこたえた形で行うこ

とが地区住民の利便性の向上につながると考えます。

利用者の要望にこたえた形で運行すべきと思いますが、

考えをお伺いいたします。 

 次の質問は、人口減少対策についてです。 

 人口減少は全国的に進み、久慈市だけの問題ではあ

りません。市内小中学校における児童数の減少は著し

いものがあります。児童の減少により学校存続が難し

くなり、統合せざるを得なくなって毎年のように学校

数が減少してきています。地域から学校がなくなると

その地域はますます元気もなくなっていくことが予想

されます。 

 小学校における児童数の減少は著しいものがありま

す。20年前と現在を比べてみると、山根町の場合だと

20年前、1990年になりますが、33人いた児童がことし

はわずか10名、70％も減少しています。山形町の場合

だと333人いた児童が127人、62％の減少です。久慈市

全体を見ると、3,551人いた児童が現在は2,058人、20

年前の57.9％となっています。児童数の減少がそのま

ま人口減少につながると思います。人口減少を食いと

めるための対策についてお伺いいたします。 

 次に、要援護者名簿についてお伺いいたします。 

 自主防災組織を結成した町内会等と市が、災害時要

援護者の名簿の共有に関する協定を締結しているとこ

ろが多くなってきています。災害が発生したとき、協

定が結ばれた町内会等では要援護者に対し、その名簿

を活用して的確な安否確認や迅速な避難誘導などを行

うことができます。 
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 災害がいつ発生するかはだれもわかりません。町内

会等で安否確認や避難誘導などを行う場合、要援護者

名簿は必要不可欠です。協定締結以前に大きな災害が

発生した場合、要援護者への対応をどのように行う予

定かお伺いいたします。 

 次に、高齢者や障害者等の生活支援についてお伺い

をいたします。 

 高齢者や障害のある方は、日常生活を送る上でさま

ざまな場面で苦労していることが伺われます。年末か

ら年始にかけての大雪は、降雪量に大きな開きはある

ものの、高齢者や障害者にとっては除雪に大変苦労し

たという話を聞きます。自分で除雪できないためにシ

ルバー人材センターに頼んだとか、近所の方が除雪し

てくれたとか、いろいろと話を聞きます。除雪につい

て経済的な支援、あるいは労力的支援はどのようにな

っているかお伺いをいたします。 

 生活支援の２番目の質問は、日常における買い物支

援についてです。 

 高齢者や障害を持っている方は、車がない場合はも

ちろんこと、車があっても米やみそ・しょうゆ・野菜

など重い物の購入の場合、持ち運びが大変で買い物に

不自由を感じていると訴える方がおります。地域にお

ける商店の中には、買った物を届けてくれている商店

もあり、利用している方は大変助かると感謝しており

ました。少額の買い物でも届けてくれる。その店は損

を覚悟してやっているのではないかと心配もしており

ました。 

 このように商品の配達、あるいは移動販売などは、

車を運転できない方にとって、高齢者にとって大変貴

重なものと思われます。日常の買い物に苦労している

方々の支援体制のあり方について、お伺いをいたしま

す。 

 小売店による配達や移動販売、あるいは食料品の宅

配などの営業が継続的に続けられるよう支援体制を考

えるべきとも思いますが考えについてお伺いいたしま

す。 

 次に、市民バスの運賃の割引についてですが、高齢

になって運転に不安があっても市民バスの路線や運行

本数が少ないため、車は日常生活に必要不可欠となっ

ております。運転免許証の返納率は依然として低いと

言われています。高齢者や運転免許証返上者に市民バ

スの運賃の割引を行うべきと考えますが、考えをお伺

いいたします。 

 次に、男女共同参画についての質問です。 

 一つ目は、市の各種審議会における女性委員の割合

は幾らか、また、各種審議会における女性委員の割合

を高めるための計画についてお伺いいたします。 

 男女共同参画についての今年度における事業の実施

状況と課題、反省についてお伺いいたします。 

 また、市職員における管理職全体の人数と、そのう

ち女性管理職の人数は幾らか、女性管理職登用計画に

ついてお伺いいたします。 

 次の質問は、灯油の高騰対策についてです。 

 近灯油の値上がりが激しく、公的施設における予

算の不足が心配されます。市の施設や小・中学校にお

ける燃料費の確保についてお伺いいたします。 

 また、低所得者や低所得者への支援を考えるべきと

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、年末年始の豪雪についてお伺いいたします。 

 年末年始における豪雪は、前代未聞ともいえる豪雪

で、至るところで倒木等による交通遮断あるいは停電

が発生しました。健康に不安を感じている方にとって

は、交通遮断は大きな不安です。救急車も来なければ

自家用車も運行できません。停電による家庭生活や農

畜産業への影響は想像以上のものもあります。倒木や

雪による交通遮断、停電について、被害を 小限にす

るための今後の対策についてお伺いをいたします。 

 後に教育行政について教育長に質問いたします。 

 一つ目は、学校統合にかかわる質問です。児童生徒

数の減少による学校統合が進んでいますが、子どもた

ちがそれまで学んできた校舎と別れ、学習や遊びある

いは先生方等のかかわりが学校統合によって大きく変

わります。学校生活や学習環境の急激な変化に戸惑い

を感じる子どもたちがいることも想定されます。学校

統合後も子どもたちが安心して楽しく学んだり遊んだ

りできるようにしていかなければなりません。このよ

うな子どもたちへの対応についてお伺いいたします。 

 後は、特別支援教育についての質問です。特別支

援教育支援員の配置については、学校の希望に添う形

で行われ、各学校、担任から指導を行う上で効果も上

がり、大変よいとの評価を受けております。 

 平成23年度における支援員の配置について、就学指

導委員会における判定や学校からの要望に基づきなが
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ら行われると思いますが、特別支援教育支援員の配置

計画についてお伺いいたします。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○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。 

 まず、主要な新規事業につきましては、昨日の政和

会代表、桑田議員ほかにお答えいたしましたとおり、

新たにヒブワクチンを追加する感染症予防接種助成事

業、また久慈小学校改築事業、廃棄物減量対策事業、

新卒者雇用支援奨励金交付事業などとなっております。 

 また、重点施策につきましても、昨日の政和会代表、

桑田議員ほかにお答えいたしましたとおり、子育て支

援、環境対策、緊急雇用対策など、当面する重要課題

に重点的に予算を配分したところであります。 

 次に、地デジ対策についてお答えをいたします。 

 地デジの難視聴対策には、共同受信施設の設置、高

性能アンテナ対策及び衛星セーフティネットの３つの

対策手法が講じられているところであります。共同受

信施設の設置と高性能アンテナ対策のいわゆる地上系

の対策が間に合わない場合あるいは受信点が確保でき

ないなどの事由から衛星セーフティネットでの対策を

講じる地区もあるところであり、その地区と世帯数は

本年２月10日現在で28地区、258世帯という状況にな

っております。 

 また、現在地形等の影響によりＮＨＫの地上アナロ

グ放送やデジタル放送がともに受信できない世帯につ

いては、ＮＨＫ東京の総合及び教育の視聴が可能とな

ります。衛星セーフティネット対策を講じるため、総

務省から設備設置経費に助成がありますほか、ＮＨＫ

からＢＳデジタルチューナーの無償貸与が受けられる

こととなっております。 

 次に、市民バス運行の考え方についてお答えをいた

します。 

 市民バスの運行に当たりましては、高齢者の通院や

児童・生徒の通学をいわゆる交通弱者の利用を優先し

た運行としているところでありますが、一方では限ら

れた財源の中で市民バスの運行を維持存続していくこ

とが求められており、常に需要の動向を見据えながら

運行してまいらなければならないものと考えておりま

すので、自家用車の利用が多い通勤者までを対象とし

た運行には難しいものがあると考えております。 

 また、デマンド運行につきましては、安易に運行す

ることなく一定の利用者が見込まれる場合等に検討さ

れるべきものと考えております。 

 次に、人口減少対策についてお答えをいたします。 

 少子高齢化の進む中、我が国は死亡者数が出生数を

上回る人口減少社会に入ったと言われており、定住人

口の減少は避けて通れないものと認識いたしておりま

す。 

 今後においては、子育て支援はもちろんのこと、教

育、医療、産業振興などに努めますほか、交流人口の

拡大も含めながら地域の活性化に取り組むなど、人口

減少社会を見据えた施策を展開し、総合的な魅力を持

った地域づくりが肝要であると考えております。 

 次に、災害時における要援護者の支援についてお答

えをいたします。 

 災害時等に支援が必要な高齢者世帯や障害をお持ち

の方、いわゆる災害時要援護者への対応につきまして

は、地域の中で支援を受け、災害時に迅速かつ的確に

避難できるよう要援護者からの申し込みによる台帳登

録を推進しているところであります。 

 市といたしましては、この支援を地域全体での支え

合い・助け合い活動として推進するため、現在16町内

会と災害時要援護者名簿の共有に関する協定を締結し

たところであります。 

 なお、協定を締結していない場合におきましても、

名簿を地域の民生委員、消防団員及び地域支援者に提

供し、日常的な見守り活動や災害時の安否確認・避難

誘導に活用いただいているところであります。 

 次に、高齢者や障害者等の生活支援についてお答え

をいたします。 

 まず、除雪についてでありますが、家屋周辺や敷地

内の通路確保等、日常生活を維持するための除雪につ

きましては、ご自身の手によって行うか、隣近所等地

域で支え合うことが基本になっているものと認識いた

しております。 

 また、地域におきましては、スノーバスターズなど

ボランティアによる除雪の取り組みも行われていると

ころであります。 

 現在、当市では、高齢者等が住み慣れた地域で安心
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して生活するために「地域、みんなで支え合うまちづ

くり」を基本理念とした久慈市地域福祉計画を推進し

ているところであり、地域での支援体制の充実、ボラ

ンティアの呼びかけ等を行いながら地域の中で支え合

い、助け合う仕組みづくりを推進してまいりたいと考

えております。 

 次に、日常の買い物に対する支援についてでありま

すが、当市におきましては、要介護者への訪問介護時

の買い物支援、久慈市社会福祉協議会が実施している

あんしんサポート事業による買い物代行等をご利用い

ただいているところであります。 

 また、民間事業者による移動販売や宅配サービスも

行われており、一定の利便性の確保が図られているも

のと認識をいたしております。 

 しかし、日常の買い物が困難な状況におかれている

方は当市でもおられると思われますことから、現在あ

るサービスの周知に努め、民間事業者等地域資源を活

用した支援を図るとともに、現在岩手県立大学と共同

研究しております高齢者実態把握調査の結果などを参

考とし、今後のあり方について検討してまいりたいと

考えております。 

 次に、高齢者や運転免許証返上者への市民バス運賃

を割り引くことについてでありますが、平成23年度以

降の市民バスの運行に当たりましては、利用促進を図

る観点から運賃の上限を500円とする利用者の負担軽

減策を講じたところであります。 

 また、運転免許証自主返納者への運賃の割引につき

ましては、久慈警察署からも交通安全対策上から要請

があったところでありますので、高齢者の運賃割引も

含め今後の検討課題であるととらえているところであ

ります。 

 次に、男女共同参画についてお答えをいたします。 

 まず、久慈市の各種審議会等における女性委員の登

用率は、平成14年度は21.6％、平成22年度は32.0％と

年々上昇しております。 

 今後も引き続き久慈市男女共同参画計画に基づき、

女性委員登用率35％の目標の達成に向け、庁内各部の

協力を得ながら、鋭意取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 本年度は、男女共同参画推進を図るための講演会や

各種団体等への出前講座、情報紙の発行などにより普

及啓発をしたところでありますが、事業等への男性や

若い世代の参加者は増えつつあるものの、まだまだ少

ない状況であり、今後は男性や若者が参画できるよう

なそういった事業を実施し、互いに認め合い支え合う

まちづくりの推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、管理職の人数と女性管理職の人数についてで

ありますが、現在当市の管理職の人数は56名であり、

女性管理職はおりませんが、総括主査には19名の女性

を登用しているところであります。 

 次に、女性管理職の登用計画についてでありますが、

当市では、管理職登用計画の類は作成いたしておりま

せんが、能力ある職員については、男女の区別なく積

極的に管理職に登用していくことが肝要であると考え

ております。 

 したがいまして、職員には、今後とも自己研さんの

ための研修などに積極的に参加させ、職員としての資

質または能力の向上に努めさせるとともに、意欲のあ

る管理職にふさわしい職員の育成に努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、灯油の高騰対策についてお答えをいたします。 

 まず、市の施設や小中学校における燃料費の確保に

ついてでありますが、昨年度と比較し、灯油などが値

上がりしている状況にありますことから、既定予算で

の対応が困難な施設などの燃料費につきましては、昨

年の12月定例会及び本定例会において補正予算の増額

を計上したところであります。 

 今後におきましても、必要に応じて燃料費を配分す

るなど、各施設や学校運営に支障がないように努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、灯油の高騰に係る低所得世帯への支援につい

てでありますが、昨日の日本共産党久慈市議団代表小

野寺議員にお答えいたしましたとおり、 近の産油国

の政情不安から原油価格が高騰している状況ではあり

ますが、平成19年当時と比較いたしますと、灯油価格

は低く、また今後は需要が落ち込むと予測されますこ

とから、市単独で実施する予定はないところでありま

す。 

 後に、年末年始の豪雪についてお答えをいたしま

す。年末年始の大雪は湿り気が多く重いという雪質と

継続的な降雪に加え風も強かったことから、倒木によ

る電線への接触や進路をふさぐ状況が随所に見られた

ところであります。 
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 これまでも、市道への倒木の恐れがある立木の処理

につきましては、市道沿いの所有者に伐採をお願いし

ながら対応してきたところであります。 

 今後におきましてはも、パトロールを継続しながら、

早期の除雪と倒木の恐れのある立木の除去に努めると

ともに、住民生活に直結する電力等、ライフラインの

速やかな復旧を関係機関等へ要請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、学校統合に係る環境の変化への対応につい

てお答えをいたします。 

 学校統合による子どもたちを取り巻く環境の変化は、

子どもたちに大なり小なりの不安を抱かせることにな

ると認識しておりますが、その不安の解消のために学

校の統合に見通しが立った時点で、学校、保護者等の

要望にもこたえながら、当該校同士の交流を行ってお

ります。このことにより子どもたちは環境に慣れ、人

間関係を深めることができていると認識をしておりま

す。 

 このほかに小規模校では体験できない学習活動を体

験させ、より充実した学習が行われることをねらいと

している小規模校同士の集合学習も子どもたちの交流

を深める場となり、学校生活の変化による不安の解消

につながっているものと考えており、今後ともさまざ

まな手だてを講じながら統合後の学校生活が円滑に進

むよう努めてまいります。 

 後に、特別支援教育支援員の配置計画についてお

答えをいたします。 

 支援員は今年度18名を配置してきておりますが、来

年度も18名の配置を予定しております。 

 その配置につきましては、市の就学指導委員会の措

置決定に基づきながら、保育園、学校での集団生活の

状況、児童生徒数や特別支援学級の設置状況、教職員

の加配の状況、学校経営や学級経営への影響等の状況

を踏まえて配置してまいる考えであります。 

 以上で、社会民主党梶谷武由議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○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

再質問を行います。 

 一つは地デジにかかわる分ですが、地デジ化の工事

等が間に合わない、あるいは映らないというところに

ついては衛星対応で行うという答えだったわけですが、

この衛星対応は、これは５年間というふうに決まって

いるわけですけれども、５年を過ぎた場合どのように

なるのか。工事等で遅れている分については、もうこ

れはいいわけですが、高性能アンテナ等でも対応でき

ないような家庭の場合のその後の対応というのはどの

ようになるかお伺いします。 

 それから、低所得者世帯等に簡易チューナーの無償

配布ということ等も上げられているわけですが、この

対象世帯数と現在の配布済みの世帯数、あとそれから、

この配布は申請に基づいて行われているというふうに

なっているようですけれども、これは想定したぐらい

の数の申請状況にあるのかどうか。 

 久慈市の場合、アンテナ癩癩アンテナというのは、

送信施設のアンテナの位置が変わったために、各家庭

の受信用のアンテナを方向変更しなければならない地

域がたくさんあります。簡易チューナーを受け取って

から、それから電気屋さん等に家庭のアンテナの位置

の方向の変更をするということにつながるわけで、こ

れが７月24日という期限がある中で工事業者等の能力

等もあると思いますが、その場合24日までに間に合わ

なければならないわけですので、それらを含めながら

の各家庭が地デジを見れるようになるかどうか非常に

不安を感じているところですが、それらの簡易チュー

ナーにかかわる分についてもお願いをします。 

 それから、市民バスの分については、私、先日拓陽

支援学校の先生と会って話をする機会があったんです

が、卒業生で運転免許を取れない子どももいる。その

方たちが仕事をする場合にバスは絶対必要ですと。人

数は少ないけれども、何とか市民バスというのを運行

していただけないものかという声を聞きました。切実

なことだと。子どもたちが積極的に就職をして仕事を

したいというとき、利用者が少ないということで、た

だ単に運行しない、切り捨てるという考え方はぜひ避

けていただきたいというふうに思いますが、市民バス

運行目的に通勤を加えるということについて再度お伺
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いをしたいところです。 

 それから、デマンドタクシー方式、このデマンドの

分について、デマンドは予約があった場合運行するわ

けですが、その地域からの利用者が利便性が向上すれ

ば利用客も増えると。利用客が増えるということは市

の負担がその分だけ少なくなるというふうに考えるわ

けですけれども、地域での利用者の利便性を考えた運

行形態に変更をしていくのがいいのではないかと考え

るんですけれども、その部分についても若干お伺いを

したいと思います。 

 それから、次は自主防災組織、これは16の町内会で

行っているという答弁がありましたが、あと民生委員

とか消防団等での名簿等、これらの分もあったわけで

すが。災害が起きたときに協定を締結していなくても、

こういう場合は民生委員等で利用している名簿、これ

ももちろん内容を全部知る必要はないわけですけれど

も、町内会等でも活用することができるのかどうか、

お願いをしたいと思います。 

 あと、高齢者あるいは障害者等の生活支援のところ

で、雪かきの部分についてスノーバスター、隣近所の

支援というのもあるわけですけれども、そういう体制

づくりをこれからやっていく必要があるということで

すが、高齢者の人たちが生活に不安をできるだけ感じ

ないように、雪が降っても隣近所の人たちに助けても

らえるという安心感というのがすごく大事ではないの

かなと、そういうことからすれば、そういう支援体制

を市としてもつくっていくということが必要だと思い

ますし、それから、商品の配達等については、介護保

険の対象の人たちはそれなりの制度と言いますかある

わけですが、介護保険の適応になってない方でも、高

齢になってくると重いもの等がなかなか持って歩けな

い、あるいは長距離といいますか、長い距離を歩くこ

とができないということで、対象者でない方でも利用

ができるような、これも今すぐということではないわ

けですが、商店等が継続して維持できるように市とし

ての対策、対応というのもお願いしたいと思いますが

考えをお願いします。 

 あとそれから男女共同参画の分で、新聞報道によれ

ば県の各種審議会等で女性委員の登用を促進すると、

そういう指標の中で、そこから外して目標を立てたと

いうことが報道にもなっています。市においてはすべ

ての審議会における女性委員の参加割合というふうに

なっているのかどうかの分をお伺いします。 

 あと、女性管理職の部分については、課長、部長の

職は全く女性がいないということの今答弁があったわ

けですが、総括主査で19名ということですが、総括主

査は３月１日の広報を見ると89名、このうち19名が女

性と。課長、部長合わせて47名いるわけですが、それ

で女性がゼロということは、ただ単に本人たちの資質

の問題とかということではなくて、管理職として働く

仕事内容あるいは職場環境、そういうものなどがある

のではないかと思うんですけれども、そういう仕事と

か職場環境を改善する余地、必要があるという認識が

あるかどうか。 

 ちなみに、久慈市内の小中学校の29校ありますが、

そのうち女性の校長は７名、29校のうち７名が女性の

校長となっています。久慈市役所内で管理職47名いる

うち０名、やっぱりこれは普通ではないというふうに

私は考えるんですが、所見をお伺いしたいというふう

に思います。 

 あと、時間が少なくなってきたんですが、豪雪にか

かわる分では、道路側、特に道路等ですが、伐採計画、

これらについてはどのような形になっているか。 

 それから特別支援教育支援員の分については、これ

は学校から希望あるいは就学指導委員会が必要とした

判定した人数、昨年はほぼ全面的に配置ということに

なりましたが、今年度23年度においてもそのような形

なのかどうかお伺いします。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  女性管理職についてのご質問

について、私から答弁をさせていただきます。 

 人事については、やはり職員一人ひとりの能力、こ

れに着目して行わなければならないというふうに思っ

ております。例えば女性管理職を何％登用するという

目標を設定した場合に、今度は逆に能力のある男性が

除外をされてしまう、そんなことも懸念されるわけで

あります。私はあくまでも人事は、その職員が持って

いる能力、資質、それに着目をして行われるべきもの

だと、このように思っております。 

 なお、私が旧久慈市の市長に就任したときに、課長

職と言われる方は保育所関係で何人かおられたと思っ

てます。ただ、それが定年退職等によって退職をされ

る、その後まだ年次的に若いということで管理職に上
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がってこれない状況がある。そういうこともございま

した。それを今度は一般行政職としての女性課長、こ

れを任命したこともございますが、現在その方ももう

既に退職されているということでありまして、議員が

ご指摘されるような通常ではないということではない。

あくまでも、その年度年度において適正配置をしてい

る。この結果として現在そうなっているというふうに

お考えいただくのが正しい考え方かなと私は思ってお

ります。 

 また、係長、いわゆる現在では総括主査と言ってお

りますけども、これについてはご指摘のとおり98名中

の19名、約２割という状況にございます。いずれ、い

わゆる気概を持っている職員、能力・資質を備えてい

る職員、これについては男女の別なく登用してまいり

たい、このように考えておりますのでご理解をお願い

いたします。 

○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）  私からは地デジ対策

と市民バスについてお答えをしたいと思います。 

 地デジの衛星対応をしている世帯につきましては28

地区、258世帯と、先ほど市長のほうからご答弁申し

上げましたけれども、これについては現在私どものほ

うでとらえている部分では間に合わないと、７月24日

までに本来の恒久対策が間に合わない地区についてこ

のぐらいあるということでとらえておりますので、そ

このところはご理解賜りたいと思います。 

 それから、低所得者へのチューナーの配布というこ

とでございますが、これについては個人情報等がござ

いまして、私どものほうは一切把握できない状況でご

ざいまして、直接そういう方々は申し込みをして対応

していただくということになっておりますので、現在

私どもといたしましては、これはとらえきれておらな

いということで、ご理解賜りたいと思います。 

 それから市民バスの関係でございますが、拓陽高校

の卒業生の方々の就労先へ通勤するためのバスをとい

うことでございますけれども、路線バスといたしまし

てはなかなかそういう個人的な事情については対応し

きれないというところもございますので、ぜひ路線バ

スの意義をご勘案いただきたいというふうに考えてお

ります。できれば職場のほうの方との話し合いという

のも必要かなと思ってますので、ぜひそこのところも

詰めていただければというふうに考えております。 

 またデマンドバスの運行にかかわっては、いろんな

運行形態等考えられる場合がデマンドバスの運行形態

としてあるわけですけれども、私どもといたしまして

は、現在考えておるのは枝成沢地区に対して現行のバ

スの代替策としてデマンドタクシーという方式で運行

したいというふうな提案をしているところでございま

すので、個々具体的な個別の需要に応ずるようなデマ

ンドタクシーの運行ということについては、既存のタ

クシー業者さんとの兼ね合いもございますので、現在

のところ考えていないところでございます。 

 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、ただいま

ご質問いただきました４点ほどございますが、災害時

の要援護者の支援、それから高齢者に対する除雪、そ

れから買い物の支援、そして男女共同参画についてお

答え申し上げます。 

 災害時の要援護者支援につきましては、まず市長が

答弁したとおりでございますが、若干砕いて申し上げ

ますと、現状の体制は久慈市に限らず手上げ方式、そ

れぞれございますが、そのことによって私を災害時に

助けてほしいという手を上げた方に対して、民生委員

の皆さんが中心になって地域の支援者を３名ほど見つ

けて台帳に登録するという形になっております。 

 ですから、現時点においては、久慈市では70.8％、

盛岡市では前の新聞で48.1ということで、台帳登録に

ついてはかなり進んでいるだろうということでござい

ますが、ただ、それを町内会で共有するという状況が

ないことには地域での助け合いが進まないことから、

今16の町内会と協定をし、地域全体で支え合う仕組み

をつくっているというところでございます。 

 今後におきましても、田屋町、それから大川目町、

それから山形町等で協定が予定されているところでご

ざいます。 

 それから高齢者の支援にかかる除雪でございますが、

おっしゃるとおり安心感を持って住んでいただくとい

うことが高齢者の皆さんが生活することが大事であり

ます。 

 そういうことから地域福祉計画、昨年３月に策定い

たしました計画に基づきまして、人と人が支え合う地

域づくりを推進しているということでございまして、

その中で支え合いの中で雪かきというものも一つの助
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け合いとして行っていただくような仕組みにしたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 それから買い物の支援についてでございますが、買

い物の支援、いわゆる日常の買い物に困難している

方々は、確かにそれぞれの地区にいるだろうというこ

とでございます。これらについては今実態調査をして

いるところではございますが、現時点の支援策とすれ

ば、社会福祉協議会で安心サポートというのがござい

ますが、１回500円でお手伝いをしますということで

すが、それは現在77名の方が登録をして利用されてい

る状況にございます。 

 それから生活協同組合、通称生協でございますね。

こちらが岩手県内西和賀町を除きまして、すべての市

町村で宅配サービスをしておりますが、これを山形町、

山根町等で利用している方々が60名ほどございます。

私どもとしましては、すべてを行政が責任を持って行

うということではなくて、支え合い、そして地域資源

を生かしたり、社会資源を生かした形での地域の振興、

活性化を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 それから 後になりますが、男女共同参画に係る女

性委員の登用の対象の委員会等はということでござい

ましたが、久慈市が持っているすべての審議会、委員

会等が対象にな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）  私からは豪雪にかかわって

の市道沿いの流木の伐採計画はないかということにつ

いてのご答弁申し上げたいと思います。今回の雪につ

いては市長からもご答弁申し上げましたとおり、本当

に湿り気が多くて重い雪ということで風も結構強かっ

たもんですから、かなり倒木がありました。こういっ

たことについては毎年あるということではないと思う

んですけれども、いずれそういった部分についてはパ

トロールを継続しながら、支障のある木については所

有者の方にお願いをして伐採をしていくという形をこ

れからもとってまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（宮澤憲司君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  特別支援員、くじかがやき

プラン事業ということで実施しとるわけですが、これ

については議員さんおっしゃるように、配置されてい

る学校長からは大変に好評でございます。 

 それで基本的な考え方、これについては22年度と23

年度変わってございません。いずれ対象児童生徒が在

籍している学校に不足なく支援員を配置してまいると

いうふうなことで考えてございます。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  再質問を打ち切ります。 

次に、公明党、山口健一君。 

    〔公明党山口健一君登壇〕 

○10番（山口健一君）  第26回定例会に当たり、市政

の諸課題について、市長並びに教育長に一般質問を行

います。 

 質問に入る前に、昨年12月23日及び年末年始の低気

圧で多大な被害を受けられた被災者に対し心からお見

舞い申し上げます。また、２月22日に発生したニュー

ジーランド地震で被災された方々に心からお見舞い申

し上げます。 

 それでは、通告に従い順次質問いたします。登壇者

の 後ですので、前の質問者と重複する部分もありま

すが割愛せず質問いたします。 

 質問の第１は入札制度についてであります。県では

総合評価落札入札方式を2006年から施行してきました

が、工事成績が良好なことから本年７月から設計金額

1,000万以上の全部局の工事に対し総合評価落札方式

で行うとしています。そこで当市の総合評価落札方式

の基本的考え方について、お伺いいたします。 

 ２番目の質問は、支所や公民館のあり方についてで

あります。少子高齢化や人口減少が進む中、効率的な

行政運営が求められていると思います。旧２町５村が

合併して50数年が経過した中で、支所や公民館のあり

方について見直しすべき時期に来ているのではないか

と思いますが、基本的考え方についてお伺いいたしま

す。 

 ３番目の質問は、地域づくり団体の支援策について

であります。まちづくり振興のため 近地域づくり団

体が結成されています。市長は市政の柱に市民との協

働を唱えております。まさに地域づくり団体の育成強

化が望まれていると思います。そこで公民館の連携な

ど支援策をどのように考えているのか、お伺いいたし

ます。 

 ４番目の質問は、庁舎のエレベーター設置について
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であります。この問題については以前から質問してお

りますが、多額の経費がかかることなどから実現され

ておりません。高齢者が増加する中、エレベーター設

置を望む声が多くあります。エレベーター設置の考え

方について、お伺いいたします。 

 ５番目は、男女共同参画についてであります。この

問題につきましては前の梶谷議員の質問でもある程度

理解しましたが、私からも質問いたします。県では新

いわて男女共同参画プラン、仮称でありますが、本年

から10年間を計画期間として目標数値を含めて取り組

むとしています。当市の今後の進め方について、お伺

いいたします。 

 ６番目の市民行政について、４点お尋ねいたします。 

 １点目はおれおれ詐欺についてであります。警察庁

の発表では10年度振り込め詐欺全体として9.6％減少

なのに対し、手口もますます巧妙になったおれおれ詐

欺は、前年比44％増としています。当市の現状と対策

について、お伺いいたします。 

 ２点目はごみの減量化についてであります。ごみ減

量についてはいろいろな施策を行っておりますが、な

かなか減量の効果が上がっていないのも事実ではない

かと思います。ごみ減量は市民一人ひとりの取り組み

も重要ではありますが、既に有料化した北上市などの

例を見ますと一定の効果が出ているとしています。新

たな施設をつくる場合、ごみ減量が建設費の軽減につ

ながるとしています。広域の問題でもありますが、当

市の今後の取り組み方について、お伺いいたします。 

 ３点目は、多重債務者支援についてであります。長

引く不況の中リストラなどにより多重債務者が増加し

ていると聞きます。市としても法律相談など色々な手

だてをしていると思いますが、なかなか相談にも来れ

ず悩んでいる人もあると思います。そこで市として多

重債務者への支援策をどのように考えているのか、お

伺いいたします。 

 ４点目は地デジ対策についてであります。この問題

につきましてはほとんどの議員から質問があったとこ

ろであり、それだけ重要課題だと思います。本年７月

24日以降100％移行できるかどうか不安を持っている

市民も多くいると思います。そこで市として難視聴世

帯をどのように把握し支援していくのか、お伺いいた

します。 

 ７番目は、福祉行政について４点お尋ねいたします。 

 １点目は子ども手当についてであります。子ども手

当については国会で審議中であり今後の見通しが立っ

ていませんが、子ども手当が支給された場合、厚生労

働省では子ども手当から天引きする対象を拡大すると

しており、保育料や給食費のほかに、教材費や修学旅

行費まで徴収できるとしています。当市の基本的考え

方について、お伺いいたします。 

 ２点目はドクターヘリについてであります。この問

題につきましては昨日の桑田議員も質問しております

が、岩手県でも平成24年度からドクターヘリが運行さ

れると聞きます。そこで既に運行している青森県や八

戸・二戸・久慈の３圏域が連携し、双方で利用できる

体制づくりを進めるべきと思いますが、今後の取り組

み方について、お伺いいたします。 

 ３点目は乳がん等の無料クーポン券についてであり

ます。一昨年から乳がん・子宮頸がんの早期発見のた

め女性特有のがん検診推進事業を進めておりますが、

受診の現状と今後の取り組み方について、お伺いいた

します。 

 ４点目は特定検診についてであります。ご存じのよ

うに40歳から74歳を対象に特定検診が行われておりま

すが、受診率が低いと聞きます。公務員や大企業社員

の加入する組合では60％以上なのに対し、国保などは

31％と低い受診率と報告されています。当市の現状と

受診率向上対策について、お伺いいたします。 

 ８番目の産業行政については、３点お尋ねいたしま

す。 

 １点目は農協改革についてであります。国ではＴＰ

Ｐや貿易自由化と国内農業の再生を両立させるため農

協の原点に立ち返り農産物の販売や営農指導を強化し、

金融・保険依存を縮減するとしています。農家の不安

を解消するためにも、行政も一体的に取り組むべきと

思いますが、考え方についてお伺いいたします。 

 ２点目は漁業者支援についてであります。昨年の年

末年始の低気圧が農林水産業に大きな影響をもたらし

ました。とりわけ漁業者にはチリ地震津波被害がいま

だ残っている中、大きな影響を受けました。そんな中、

田野畑村では漁業者の負担軽減のため、共済掛け金の

補助率を引き上げるとしています。 

 そこで、当市でも検討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点目は雇用対策についてであります。 



－138－ 

 県では国からの交付金を活用し、80億規模の財源で

雇用創出を図るとしています。今までのような緊急避

難的な雇用創出ではなく、中長期的な視点で地域ニー

ズに応じた人材を育成し、雇用に結びつけるとしてい

ます。 

 そこで、市としても雇用拡大策をどのように考えて

いるのかお伺いいたします。 

 ９番目は土木行政について３点お尋ねいたします。 

 異常気象の影響で全国各地で大きな被害も起こりま

した。幸い当地域には大きな災害がなかったものの、

いつ起きても不思議ではありません。久慈川・長内川

の堤防未整備部分の築堤については平成23年度岩手県

への重点事項要望でもあり、早期の整備が望まれてい

ると思います。進捗状況と整備見通しについてお伺い

いたします。 

 ２点目は下水道事業についてであります。 

 現在下水道事業は、認可区域の見直し作業が行われ

ていると思います。市民からなかなか全容が見えない

との声を聞きます。進捗状況についてお伺いいたしま

す。 

 ３点目は歩道整備についてであります。 

 現在、長内中学校の歩道整備を行っておりますが、

市道小久慈線は小久慈小や長内中学校の通学路であり、

大型車両の通行も多く大変危険な状況にあり、歩道を

望む声があります。整備の考え方についてお伺いいた

します。 

 10番目は消防行政について２点お尋ねいたします。 

 １点目は住宅の火災警報器についてであります。 

 本年６月すべての自治体で火災警報器の設置が義務

化されます。既に条例で義務化しているところもある

中、なかなか進んでいないとのことで県でも52.1％と

の報告がありました。当市の現状と取り組み方につい

てお伺いいたします。 

 ２点目は救急車の出動についてであります。 

 消防庁のまとめによると、救急車の出動は高齢化の

影響を受け2030年まで増え続けるとしています。そん

な中、タクシー代わりに救急車を呼ぶケースも多く、

いざというときに時間がかかるときもあるとし、何ら

かの対策が望まれています。当市の現状と、今後の取

り組み方についてお伺いいたします。 

 後に、教育行政について４点お尋ねいたします。 

 １点目はトイレの水洗化についてであります。 

 小・中学校のトイレの水洗化について現状はどのよ

うになっているのか、 近学校で大便をできない子ど

もが増えていると聞きます。今多くの家庭では様式ト

イレが主流になり、和式トイレを使う子どもも少なく、

様式トイレの設置が望まれています。当市の現状と、

取り組み方についてお伺いいたします。 

 ２点目は食育についてであります。 

 飽食時代にあって、今子どもたちに食育の教育が求

められていると思います。自分たちが育てて調理して

食べることにより、食の大切さがわかると思います。 

 あるところでは１校１農園事業を展開し、食育に取

り組んでいるところもありますが、当市の考え方につ

いてお伺いいたします。 

 ３点目は学校図書の充実についてであります。 

 子どもたちの活字離れが進む中、良書に親しむ機会

をつくることが求められていると思います。そこで司

書教諭の配置を含め学校図書の充実をどのように考え

ているのか、お伺いいたします。 

 教育行政の 後は、小学校の英語教育についてであ

ります。 

 ご存じのように、本年４月から小学校５・６年生で

外国語が必修となります。学校のアンケート調査によ

りますと、英語授業に自信がない68％、負担を感じる、

62％と学校現場では不安をもっているとしています。

当市の外国語授業の考え方についてお伺いいたします。 

 終わりに、これまで市政発展に尽力をしてこられ、

この３月で退職する田老山形総合支所長、根井議会事

務局長をはじめとする職員の皆様に、これまでのご労

苦に対し敬意と感謝を申し上げます。今後は健康に留

意され、さらなるご活躍をご祈念申し上げます。 

 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）  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。 

 総合評価落札方式は、価格に加え品質等を総合的に

評価し、決定する入札方法であり、市においては平成

19年度から試行を継続しているところであります。 

 今後はこれまでの実施結果を検証しながら試行を継

続し、制度設計を含め、導入についての検討を進めて

まいりたいと考えております。 
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 次に、支所や地区公民館についてお答えをいたしま

す。 

 現在、宇部支所、侍浜支所、山根支所の３支所では

証明書の発行サービス及び税等の収納事務のほか、市

役所の窓口として地域に密着した行政サービスを行っ

ております。また、小久慈公民館、大川目公民館、夏

井公民館に併設しております市民サービスコーナーで

は、住民票などの証明書発行サービスを行っておりま

す。 

 このことから、支所及び市民サービスコーナーにお

きましては、地域の身近な窓口として利用されている

と認識しておりますことから、今後におきましても市

民の身近な窓口として、行政サービスの提供に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、地域づくり団体の支援についてお答えをいた

します。 

 市内には、多くの地域づくり団体が組織されており

まして、各地域でそれぞれの個性を発揮し、地域の特

性を生かした活力ある活動が行われているものと認識

をいたしております。 

 また、市民との協働によるまちづくりを推し進める

当市にとりまして、地域づくり団体は欠かすことので

きない存在であり、これまでも地域コミュニティ振興

事業の活用などにより、その活動を支援してきたとこ

ろであります。 

 今後におきましても、多岐にわたる地域づくり団体

の活動実態に応じて、全庁的な支援をしてまいりたい

と考えております。 

 次に、庁舎のエレベーター設置についてお答えをい

たします。 

 庁舎のエレベーター設置は高齢者など、来庁者の利

便性向上に必要な設備であると認識をいたしておりま

すが、多額の費用を要しますことから現状での整備は

困難であると考えております。 

 なお、各種申請手続きの１階市民ホールでの実施で

ありますとか、２階、３階へ上がることが困難な場合

には、職員が１階に下りて対応するなど、来庁者に不

便をおかけしないようソフト面の充実に努めていると

ころであります。 

 次に、男女共同参画についてお答えをいたします。 

 岩手県では、現在のいわて男女共同参画プランが平

成22年度までの計画であることから、平成23年度から

10カ年計画の新いわて男女共同参画プランについて、

県議会の議を経て策定予定であると、岩手県環境生活

部青少年・男女共同参画課から伺っているところであ

ります。 

 当市におきましては、平成25年度を目途とし「男女

がともに輝き、こころ豊かなまちづくり」を基本理念

とした男女共同参画計画を策定し、推進してきたとこ

ろであり、平成20年度には意識調査の結果に基づき、

計画の改定を実施しております。 

 その計画の推進に当たりましては、一人ひとりが性

別にとらわれず、個性や能力を発揮し、家庭や地域、

そして職場における男女の共同参画や、女性が積極的

に政策や方針決定の場に参画できるよう、各種事業や

普及啓発に鋭意取り組んでいるところであります。 

 次に、市民行政についてお答えをいたします。 

 まず、おれおれ詐欺についてであります。警察庁の

発表によれば、おれおれ詐欺は新たな手口による被害

が多く発生しており、昨年は全国的に被害件数、被害

額とも増加していると伺っております。 

 久慈警察署によりますと、幸い当市においては過去

２年おれおれ詐欺被害は発生していないものの、昨年

郵便局窓口で架空請求詐欺を未然に防いだケースがあ

ったと伺っているところであります。 

 こうした詐欺事件は、年々巧妙化していることから

常に警戒すべきものと考えており、市といたしまして

も久慈警察署をはじめ、防犯協会や金融機関などとの

連携のもと啓発活動を進め、被害の未然防止に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、ごみの減量化についてでありますが、当市の

ごみ排出量は平成18年度に１万5,462トンであったも

のが、平成21年度には１万4,052トンと減少傾向にあ

るものの、より一層のごみ減量が必要であると考えて

おります。 

 ごみ有料化は、ごみ減量のための有効な手段の一つ

であると認識いたしておりますが、市民に相応の負担

を伴いますことから、当面は有料化によらないごみ減

量の推進を図り、その後、ごみ減量の状況を見た上で

有料化の検討をしてまいりたいと考えております。 

 今後の取り組み方につきましては、ごみの減量と資

源化を進めるために、各地区における勉強会を開催す

るなど、市民意識の向上を図りながら資源物の分別の

徹底と、排出されるごみの４割を占める生ごみの減量
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を行うため、家庭用コンポスター購入補助事業、資源

物集団回収支援事業を新設し、また、家庭用生ごみ処

理機購入補助の拡充を図るなど、総合的に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 次に、多重債務者の支援策についてでありますが、

市といたしましては庁内関係各課で構成する多重債務

者支援ネットワークにより、多重債務者の把握に努め

るとともに、消費生活相談員による相談対応を行って

いるところであります。 

 相談受付後においても、消費者信用生活協同組合と

の連携による生活資金の貸し付け、さらには弁護士の

もとでの債務整理など、個々のケースに応じ多重債務

の解消に取り組んでおります。 

 また、多重債務者支援をはじめとする消費者行政の

さらなる充実に向けまして、年度内に消費生活セン

ターを設置し、新年度には相談体制の拡充を図り、多

重債務者の生活再建の支援に向け積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 次に、地デジ対策についてでありますが、難視聴世

帯の状況につきましては、昨日の政和会代表、桑田議

員ほかにお答えいたしましたとおり、本年２月10日現

在55地区、1,289世帯が新たな難視聴状況にあると認

識しているところであります。 

 また、これら難視聴世帯における解消策としては、

共同受信施設、高性能アンテナ対策及び衛星セーフテ

ィーネットの三つの手法により対応する計画としてお

り、速やかに対策が講じられるよう総務省等と連携し

ながら支援してまいりたいと考えております。 

 次に、福祉行政についてお答えをいたします。 

 まず、子ども手当についてでありますが、現在、国

において子ども手当から保育料をはじめ、給食費や教

材費等へ充当できるよう検討しているとのことであり

ます。 

 当市といたしましては、保育料等の滞納を防ぐため、

未納となっている保護者に対し、その主旨をご理解い

ただくとともに、国の制度に基づき関係部署と連携の

うえ、対応してまいりたいと考えております。 

 なお、現在平成23年度における子ども手当の実施が

決定しておりませんことから、引き続きその動向を注

視していく必要があると考えております。 

 次に、ドクターヘリについてでありますが、昨日の

政和会代表、桑田議員にお答えいたしましたとおり、

岩手県知事に対して複数機での運航と、県境を越えた

運行の早期実現を継続要望してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、乳がん検診等の女性特有のがん検診推進事業

についてでありますが、特定の年齢に達した女性に対

して、乳がん及び子宮頸がん検診の無料クーポン券と

検診手帳を送付し、受診率の向上とがんに関する正し

い健康意識の普及啓発を図るため、平成21年度から実

施しているところであります。 

 また、今年度の状況は、乳がん検診が36.4％であり

事業実施前の平成20年度と比較をいたしますと10.6ポ

イント、子宮頸がん検診が33.6％で平成20年度と比べ

まして9.5ポイント、それぞれ受診率が向上しており

ます。 

 また、子宮頸がん予防ワクチン接種については、今

年度から対象者への全額助成事業を実施しているとこ

ろであり、今後におきましても乳がん及び子宮頸がん

の早期発見、早期治療につながるよう、受診促進に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、特定健診の受診率の状況とその向上対策につ

いてでありますが、昨日の政和会代表、桑田議員にお

答えをいたしましたとおり、当市における特定健康診

査受診率は平成21年度が26.3％、平成22年度見込みで

は28.4％であり、県内平均の約40％と比較すると低い

状況にあります。したがいまして、平成23年度から実

施することとしております自己負担額の無料化や、未

受診者への積極的な勧奨により受診率の向上を図って

まいりたいと考えております。 

 次に、産業行政についてお答えをいたします。 

 まず、農協改革についてでありますが、政府は先の

行政刷新会議の規制・制度改革分科会において、農産

物の販売、農家への営農指導など農業事業を強化して、

金融・保険事業を段階的に減らすことを柱とした改革

案をまとめたと伺っております。 

 今後において、この改革案をもとに政府の方針を閣

議決定するスケジュールになっておりますことから、

市といたしましては、国の動向を注視するとともに、

今後におきましても農協と一体となって農業振興を図

ってまいりたいと考えております。 

 次に、漁業者支援についてでありますが、田野畑村

の支援策はワカメ養殖業者が負担する漁業共済掛け金

への助成を引き上げ、約335万円を補助する内容であ
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ると承知をいたしております。 

 当市には、実は共済制度加入者はいない状況にあり

ますことから、共済掛け金補助引き上げといった手法

はとりえない状況にありますことを、まずはご理解を

願いたいと存じます。その上で、久慈市といたしまし

ては、養殖施設の早期復旧に向けて、今定例会に復旧

費の３分の１を補助する水産施設災害復旧事業費補助

金1,233万1,000円を一般会計補正予算に計上し、可決

いただいているところでありますので、速やかに執行

してまいりたいと考えております。 

 次に、雇用対策についてでありますが、県では2011

年度の雇用創出計画として国の交付金を活用した雇用

対策基金事業と産業振興施策により3,693人の雇用を

生み出すこととしております。 

 当市におきましても、新年度におきましては国の基

金事業を活用し、緊急雇用創出事業31件、ふるさと雇

用再生特別基金事業15件を実施し、108人の雇用を生

み出す計画といたしております。 

 また、久慈地域雇用創造協議会が実施する地域雇用

創造推進事業では、事業所支援や人材育成により久慈

広域で95人の雇用を生み出す計画としております。今

後も国の交付金等を活用し、関係団体と連携しながら

雇用機会の創出を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、久慈川と長内川の堤防未整備部分の築堤につ

いてでありますが、住民の安全確保のため、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ます。

これを受けて、岩手県では、長内川新街橋右岸上流の

堤防未整備部分について、平成20年度から築堤を進め

来年度をもって整備完了する予定と伺っているところ

であります。 

 市といたしましては、他の未整備部分の整備につい

ても引き続き要望してまいりたいと考えております。 

 次に、下水道事業計画の認可区域の見直しについて

でありますが、雨水につきましては昨日の政和会代表、

桑田議員ほかにお答えをいたしましたとおり、本年７

月をめどに法手続き等を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、汚水につきましては、現在認可面積650ヘク

タールのうち、平成21年度末の整備済み面積が約432

ヘクタールで、その整備率は66.5％でありますことか

ら、今回の見直しでは新たな区域の取り込みは考えて

ないところであります。 

 次に、市道小久慈線の歩道整備についてであります

が、この路線は児童生徒の通学路にもなっており、歩

道の必要性は認識いたしているところであります。今

後、用地確保の可能性や財政事情等を勘案しながら、

検討してまいりたいと考えております。 

 後に、消防行政についてお答えをいたします。 

 まず、住宅の火災警報器についてでありますが、当

市の現状は昨年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。 

 今後の取り組みにつきましては、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、未設置世帯に対する普及啓

発について引き続き鋭意努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、救急業務における救急自動車の出動につきま

しては、患者からの要請を受け救急隊により病院へ搬

送しているところであり、現在は救急隊による患者の

搬送要否は判断できないと久慈広域連合消防本部から

伺っているところであります。 

 市では、これまで市広報等で地域医療確保の観点か

らもコンビニ受診を控えるよう、また適正な救急自動

車の利用に努めるよう啓発に努めてきたところであり

ますが、今後、久慈病院等医療関係機関及び久慈広域

連合等関係機関と連携し、さらなる周知、徹底を図っ

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、学校のトイレの水洗化についてお答えをい

たします。 

 現在、水洗化となっている小・中学校は17校であり、

また10校は簡易水洗式便器を設置しております。残り

の３校は水洗化となっておりません。水洗化となって

いない３校につきましては、小袖地区漁業集落排水の

整備に伴い、久喜小学校、小袖小学校、三崎中学校の

水洗化事業費について、平成23年度予算計上を本定例

市議会にお諮りしているところであります。 
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 また、様式トイレの設置につきましては、すべての

小・中学校に設置しているところでありますが、設置

数が少ない学校もあるため、学校や保護者の意見を聞

きながら整備に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、食育を進めるための考え方についてお答えを

いたします。 

 平成17年に食育基本法が制定され、子どもたちが豊

かな人間性をはぐくみ、生きる力を身につけていくた

めには、なによりも食が重要であることが示されまし

た。市内小・中学校は、食育を計画的に推進してきて

おりますが、今年度規模や形態は異なりますが、農作

物などの栽培活動につきましては、小学校ではすべて

の学校が、中学校でもほとんどの学校が実施し、収穫

の喜びを味わわせたり、食への関心を高めてきたりし

ております。 

 食育は、生きる上での基本であり、知育、徳育及び

体育の基礎となるもので、今後ともさまざまな経験を

通して「食」に関する知識と「食」を選択する力を習

得し、健全な食生活を実践することができる人間育成

に努めてまいります。 

 次に、学校図書の充実についてでありますが、歴史

や科学などさまざまな分野の図書を子どもたちの発達

段階に応じて整備するとともに、朝読書や授業などを

通してその活用を進めてきております。 

 市内の全小・中学校には、図書の充実及び読書活用

の推進を担当する教員がおりますが、12学級以上の学

校には司書教諭の資格を持つ教員が配置されておりま

す。 

 学校図書館には、学習・情報センターとしての役割

や豊かな感性や情操をはぐくむ読書センターとしての

役割が求められておりますが、今後とも学校図書の充

実及びその活用による読書活動を推進し、子どもたち

に豊かな心や生きる力がはぐくまれるように努めてま

いります。 

 後に、小学校外国語活動についてでありますが、

来年度から学習指導要領が本格実施となることを受け、

小学校５・６年生でそれぞれ年間35時間の活動が行わ

れることになります。 

 当市では、平成20年度から県教委が主催する中核教

員研修への教員の参加、文科省指定の外国語活動実践

研究への取り組み、市教育研究所による電子黒板や大

型テレビと英語ノートを活用した研修会を行い、授業

力の向上に努めてきております。また、各学校も指導

主事を招いての研修会を積極的に行うなど、活動の充

実が着実に図られてきていると認識しております。 

 今後とも、学校との連携を図りながら充実した外国

語活動が展開されるよう授業力向上に努めてまいりま

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）  時間がありませんので、何点

か質問をさせていただきます。 

 まず初めに、支所・公民館、また地域づくり団体連

携するかと思いますけれども、旧町村が合併して７市

町村ですか、で、その頃と現在の状況というのは、ま

るっきり、車をもっている方、またいろいろ増えて変

わってきているのかと思いますけれども、今後そうい

ったものに対して検討機関というか、そういったもの

は庁内にあるのかどうか、そういったことについてお

伺いしたいと思います。 

 それから地域づくり団体、区長等であれば区長会と

かいうふうにあるんですが、市内の町内会長というの

は、実質的には町内をまとめる区長よりかは町内会長

がまとめておりますけれども、そういった方々の連携

というのはなかなか、横の連携というのがなかなかと

れていないのではないかなというふうに思います。 

 振興局の中には地域づくり団体の協議会、私も振興

協議会の会長をやったことで、何回か参加していろい

ろな情報を交換したことがあるんですが、市独自とい

うか市内だけの町内会のそういった協議会とか、そう

いうような団体があれば、双方の横の連携がとれてい

ろんな情報交換して地域づくりに貢献できるんじゃな

いかなと思いますが、そういった地域づくりの団体の

横の連携がとれるような施策がとれるかどうか、その

件についてお伺いしたいと思います。 

 それから、ごみの減量化についてでありますが、有

料化については広域の関係もあるので、なかなか難し

いかと思いますけれども、今、北岩手というか久慈・

二戸新たな焼却施設をつくるわけですが、北上市の例

でありますと、やはり１トン減らすと建設費が5,000

万円程経費節減になるというふうなことなんです。 

 具体的には、平成30年に新たな焼却施設が二戸につ
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くられるわけですが、やはりそういった経費節減のた

めにも、どうしてもごみ減量というのは避けて通れな

いのではないかと思いますけれども、そういったある

程度要綱の中には数値目標も出ているわけですが、具

体的にいつまでにどれだけ減らせるかというふうな目

標設定が大事ではないのかなと思います。そういうこ

とについてもお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、ドクターヘリについては、昨日桑田さん

からもあったように、青森県で既に運行されているわ

けですが、自主的には私もドクターヘリのほうで研修

に行ってきたんですが、実際飛んでいるところは、も

うほとんど青森の麓を越えて市内のほうには行かなく

て、ほとんど下北方面から沿岸付近だけなんです。で、

もし青森にドクターヘリがもし行った場合には、やは

り八戸、この久慈広域圏がやはり盛岡から遠いという

ことで、なかなか厳しいのではないかと思いますので、

ぜひとも連携をとって地域または三県域で連携をとっ

て、ぜひ八戸に残して相互で利用できるような体制を

つくっていただきたいというふうに思いますので、そ

の辺についても再度お聞かせ願いたいと思います。 

 それから、住宅火災警報器についてでありますけれ

ども、全国的には大変50％と少ないところもあって、

また多いところではもう90％いっているところもある

わけですが、やはり高齢者の方があって、なかなか一

人では購入してつけられないという部分もありますが、

これ消防団等々の連携をとって、そういったお知らせ

をしながら設置までそういったボランティアでできる

ような体制も必要ではないかなというふうに思います

けれども、その辺についてもお聞かせ願います。 

 それから、学校のトイレの水洗化についてでありま

すけれども、これは先ほどの教育長答弁ですと、こと

し３校水洗化されると、ほとんどの学校が水洗化にな

るということですが、私も大川目の小学校に行って、

教職員のトイレもあるわけですが、そこでもまだそう

いった水洗いというか簡易水洗ということもあるよう

ですので、本当にそういった部分も含めてきちっと整

備できないものかなというふうに思いますけど、その

辺についても、洋式というか、子どもたちだけじゃな

くて、その洋式といっても実際どの程度あるのか、先

ほどすべての学校に洋式を設置しているというんです

が、子どものその要求に対応できているのかどうか、

その辺についてお聞かせ願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮澤憲司君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  ドクターヘリについて、私か

ら答弁をさせていただきます。 

 複数配備、県境を越えた運用、この重要性それから

必要性については、既にご答弁をしたところでありま

す。 

 実は、昨年春、早い段階であったと思うんですが、

知事に対して面会を申し入れをいたしました。このド

クターヘリについてということであったわけでありま

すが、なかなか日程が調整つかない状況が続きました。

かわって県の担当の部長が久慈市役所に来て、どんな

ことをお話をするのかという事前の聴取もいただいた

わけでありますけども、それらの経緯を経ながらよう

やくにして、確か８月だったと思いますけれども知事

に面会をし、複数配備と、そして県境を越えた取り組

みを改めて直接要請をしたわけであります。 

 その後、しばらくいたしましてから、これまで知事

は複数配備については一切触れておらなかったものが、

新聞報道を通じてではありますけれども、複数配備の

検討も必要かなという趣旨のコメントを載せておられ

ました。複数配備について、理解の一歩が始まったの

かなと、このように思っております。 

 これからも、複数配備、県境を越えた運行について

議会ともども頑張ってまいりたいと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  住宅用火災警報器につい

てのお尋ねでございます。 

 これにつきましては、全国の推計値でございますけ

れども、久慈広域区内につきましてはそれを上回って

いる状況にはございます。ただ、100％設置を目指し

まして、常備消防、非常備消防一体となって、今回消

防団員の議員の方はご存知だと思うんですけど、今度

の日曜日に火防点検がまたあるわけなんですが、これ

は集中的な目標といたしまして、いずれ住警器の設置

について、査察を務めることになっております。 

 いずれにしましても先ほど申し上げましたように、

これは非常備消防とも、来年度といいますか、ことし

の重点目標となっておりますので、連携をとって

100％設置に向けて進めてまいりたいと、そのように

思っております。 
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 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）  地域づくり団体の支

援にかかわりまして、町内会長等を対象とした組織化

を考えないかというご質問でございましたけれども、

これにつきましては、例えば衛生班連合会とか、類似

公民館連絡協議会とか同じような、似たような団体等

もございますが、それらについてはどうあればいいの

か、今後庁内で検討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）  中居市民生活部長。 

○市民生活部長（中居正剛君）  初に、支所と公民

館のあり方についての検討する機関があるのかという

ことでございますが、今現在その機関については設置

がされておりません。 

 次に、ごみの減量の目標設定はしているのかという

ことでございますが、平成21年度の実績で１万4,052

トンの排出になってございます。これを平成27年度で

は１万2,074トン、量で1,978トンの減、率で14.08％

の削減を目標として、特にこの３つのことについて取

り組んでまいりたいと考えております。１つは減量に

ついては市民全員の協力が必要不可欠でございますの

で、市民の意識改革に取り組んでまいりたい。それか

ら生ごみの減量に取り組んでまいりたい。それから資

源物回収の強化に取り組んでまいりたい。この３点に

ついて重点的に取り組み、減量化を進めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮澤憲司君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  小中学校のトイレについ

てでございますが、簡易水洗、洋式トイレ、すべての

小中学校には配備しておりますが、確かに数が少ない

という状況の学校もございますので、保護者とか学校

等に意見を聞きながら、財政状況等を見ながら努力し

てまいりたいと考えております。 

○議長（宮澤憲司君）  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いた

しました。 

 ３月16日の本会議は、議事の都合により午後１時30

分に開会をいたします。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後４時21分   散会   
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